
 

 

    

 

 

シーズ名 遺伝子転写調節タンパク質を使ったセンサー素子の開発 

氏名・所属・役職 中島 洋・理学研究科物質分子専攻・教授 

＜概要＞ 

生体の細胞内で目的に応じた様々な刺激を高感度・高選択的に感知し、遺伝子からのタンパク質合成の制御

を行うタンパク質を転写調節因子と言います。私たちは、この転写調節タンパク質の高度な感知能力を利用

し、これまでの酵素反応を利用するものとは異なる、新しいバイオセンサーを創ろうとしています。 

 

＜アピールポイント＞ 

従来のバイオセンサーでは、刺激（感知の対象）を基質とする酵素反応を利用し、酵素の基質選択性がセンシ

ングの選択性に対応します。酵素反応が酸化還元を伴うものであれば、反応を電極で計測することは比較的

容易です。しかし、それ以外の場合は反応に応じて電気化学的信号に変換する仕組みを考える必要があり、こ

の煩雑さがバイオセンサーの応用を制限する一因になっています。また、感知の際に刺激を基質として消費す

るため、低濃度、少量のサンプルでは、刺激の濃度が変化することも問題です。転写調節因子をセンサー素子

に用いる私たちの系では、転写調節因子のDNAに対する結合のON/OFFを電気信号に変化する仕組みを作

り込めば、どのような転写制御因子にも応用が可能なため、転写調節因子次第で様々なセンサーが構築可能

です。また、転写調節因子は、酵素と異なり刺激を消費しませんので、微量の刺激を定量性よく計測することが

可能です。このように、私たちが目指すバイオセンサーは、酵素型のものとは全く異なる原理で動作するため、

バイオセンサーの新たな応用領域を開拓できると考えています。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

転写調節因子は、もともと細胞質内で特定の刺激を感知するよう進化してきたため、それを利用するバイオセ

ンサーもまた、生体組織における微量物質の検出に適しています。したがって、診断医療への応用が最も有望

な用途と考えます。現在開発中のものは、生体組織でシグナル伝達物質として放出される一酸化炭素（CO）の

センサーです。生体組織にマイクロ電極としてセンサーを穿刺し、CO 動態の計測を実現しようとしています。

CO を一酸化窒素や硫化水素と区別して感知するセンサーは、まだ知られていないため、CO 選択的な毒ガス

センサーとして用途も考えられます。 

＜関連する知的財産権＞ 

 該当なし 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

 現在作成中 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

転写調節因子のセンサー素子から得られる電極信号を計測、加工する技術 

キーワード バイオセンサー、転写調節因子、好熱菌由来タンパク質、タンパク質電気化学 



 

    シーズ名 特異な生物活性を有する有機化合物の構造決定・合成・機能解析 

氏名・所属・役職 臼杵 克之助・理学研究科物質分子系専攻・准教授 

＜概要＞ 

微生物が産生する特異な生物活性物質の構造決定・機能解析： 

免疫不全状態における真菌の日和見感染によって引き起こされる重篤な深在性真菌症（Candida albicansによ

るカンジダ症や Aspergillus 属によるアスペルギルス症など）がとても深刻な問題となっています。真菌に特異

的な細胞壁の合成阻害は菌糸形態異常を引きおこすと考えられるので、真菌に対して選択的に作用し、ヒトに

対する副作用を示さない抗真菌性抗生物質を探索すべく、糸状菌の菌糸における形態異常を指標とするスク

リーニングを行いました。 

Streptomyces sp. HA 125-40株が Mucor mucedo IFO 7684に形態異常を

誘起する抗菌活性物質を産生することを見いだし、その活性本体が

cyclothiazomycin B1であると同定しました。cyclothiazomycin B1はキチン

（ポリ-ß1-4-N-アセチルグルコサミン）合成酵素の働きを阻害しないが、

キチンと結合することで細胞壁の形態異常を誘起することを明らかにしま

した。 

 

 

 

 

＜アピールポイント＞ 

長い進化の過程で生物が獲得した機能とそれらに関与する有機化合物の構造を解明することは、生物の生命

体としての設計思想とその生存戦略を理解することでもあります。系統的かつ組織的に有効天然成分を探索

し，生命現象を解明するためのツールとして活用していくうえで、植物（とくに熱帯産や高地）や微生物が生産

する低分子有機化合物の構造および生物活性の多様性は魅力的で、強力なバイオプローブになります。活性

発現に必要な化学構造を描出できるようになれば、化学構造と薬理作用を基盤とした新薬創製へとつながり、

医農薬の開発などの分野への波及効果は大きいと期待されます。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

医農薬開発・感染症治療・環境バイオ 

 

 

 

＜関連する知的財産権＞ 

 

 

 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 

 

 

キーワード 抗生物質、構造解析、構造活性相関、生物活性物質 



 

    

 

 

シーズ名 神経機能の向上を指向した化合物の探索・合成・機能研究 

氏名・所属・役職 品田哲郎・理学研究科・教授 

＜概要＞ 

 

・グリア細胞を増殖させる化合物を見出した。現在、構造の単純化と高機能化を目指した研究を展開している。 

・ＮＭＤＡ型受容体を標的とする、可視化と主に情報伝達の抑制による機能制御研究を行っている。 

 

 

 

 

 

 

＜アピールポイント＞ 

・研究成果の一端がＴＶ放映（夢の扉＋、7月 5日放映分）された 

・グリア細胞を標的とする新しい医薬品としての可能性が期待できる 

・アルツハイマー病の新しい治療薬としての潜在的可能性を有している 

 

 

 

 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

・医薬品としての利用 

・受容体可視化試薬 

など 

 

 

 

＜関連する知的財産権＞ 

・「環状ペプチド誘導体とその製造方法および組成物」 特願特 2014-194509、出願日：2014/9/24  

・国際特許出願準備中 

 

 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/chem/henkan/ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 

 

 

 

 

キーワード 脳神経、医薬品 

 



 

    シーズ名 植物の生物多様性維持メカニズムの解明とその応用 

氏名・所属・役職 理学研究科生物地球系専攻 教授 伊東 明 

＜概要＞ 

●ボルネオ熱帯雨林の種多様性維持メカニズム ●タイ熱帯季節林の樹木の生物季節 

世界一多様性の高い熱帯雨林（マレーシア・サ

ラワク州）に大面積調査区をつくって、樹木の

多様性が高い理由を調べています。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

●系統関係を用いた熱帯林の保全指標の開発    ●雑種タンポポの形成・拡大過程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アピールポイント＞ 

樹木や草など植物を対象にして、多くの種が共存するメカニズムや遺伝的多様性が高くなるメカニ

ズムを生態学的な手法によって解明することを目指して上記の様な研究を行っています。また、こう

した基礎的な研究によって得られる成果を生物多様性の保全に役立てたり、市民にわかりやすく伝え

たりしていきたいと考えています。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

環境科学、生態系修復、環境教育、生物多様性保全、熱帯林 

キーワード 生態学、熱帯林、生物多様性、外来植物、環境修復 

 

雨期と乾期のハッキリしている熱帯林（タイ・

チェンマイ県）で、開花や落葉など生物季節

の変化を調べています。 

市民団体と協力して、西日本の雑種タンポポ拡

大過程を遺伝子解析によって調べています。 

樹木種間の系統関係を明らかに、系統多様性に基

づいた生物多様性保全指標の開発をしています。 

熱帯雨林の巨木調査 

（マレーシア） すみわけによって共存している８種のフタバガキ科 
         熱帯季節林の花 （タイ） 

 
（マレーシア） 

伐採による熱帯林の劣化 

ボルネオ熱帯雨林の系統多様性分布. 
100 m 

様々な形態のタンポポの花 

西日本の雑種タンポポ分布． DNA解析 



 

    

 

シーズ名 昆虫の季節適応・環境応答 

氏名・所属・役職 
志賀向子・大学院理学研究科・教授   

後藤慎介・大学院理学研究科・准教授   

 

＜概要＞ 

 多くの動物は季節の変化に合わせて生活しています．では彼らは野外

で実際にどのような生活を送っているのでしょうか．どうやって季節を知る

のでしょうか．成長や繁殖に不適切な季節をどのように乗り切るのでしょう

か．ここには季節を予測する光周性を始め，さまざまな生理学的な性質

が関わっています． 

 私たちはそれぞれの対象動物の野外での生活を念頭におき，生物の多

様性に着目しながら生物機能の研究をするという比較生理学の立場か

ら，対象動物の生活史の生理生態学的解析，そして光周性の神経生理

学的・分子生物学的解析を行っています．主な対象は昆虫ですが，それ

以外の何種かの無脊椎動物も対象に研究を行っています．研究内容に

関しては我々の研究室のホームページ（下記）も参考にしてください． 

 

＜アピールポイント＞ 

 私たちはこれまで多くの昆虫・その他無脊椎動物を用いて研究を行って

きました．研究を通して得られた生活史に関する情報やその動物の生理

学的特性，飼育法に関する情報を提供可能です．これまでに扱ってきた

動物は以下のとおりです． 

●ホソヘリカメムシ ●チャバネアオカメムシ ●アカスジキンカメムシ  

●ルリキンバエ ●ナミニクバエ ●シリアカニクバエ ●キイロショウジョ

ウバエ ●ヒロズキンバエ ●ヒメマルカツオブシムシ ●オオクロコガネ 

●マングローブスズ ●マダラスズ ●アジアカブトエビ ●ホウネンエビ 

●ナミハダニ ●チャコウラナメクジ ●ヨーロッパモノアラガイ など 

 特にマゴットセラピーに用いられるヒロズキンバエの生活史に関しては

造詣が深いです． 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 昆虫の生理学的特性についての情報提供．また，害虫駆除や昆虫利用

の基本的なデータとして重要な生活史の解明，生活史形質に関わる生理

学的特性の解析，高温・低温・乾燥などストレスに対する耐性の解析． 

 

＜関連する知的財産権＞ 

特許第 5065399 号 ニクバエ類およびクロバエ類昆虫の卵巣発達期および産卵用培地，ニクバエ類およびク

ロバエ類昆虫の飼育方法，および医療用昆虫 平成 24年 8月 17日取得 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/aphys/index.html 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 昆虫あるいは無脊椎動物の駆除や管理のためには，まずはその生きものの生きざまを知る必要がありま

す． 

キーワード 昆虫利用，害虫管理，害虫駆除，品質管理 

 

 



 

    

 

 

シーズ名 森林生態系の構造と機能 

氏名・所属・役職 名波哲・理学研究科 生物地球系専攻・准教授 

＜概要＞ 

森林群集における植物の種多様性維持機構を説明するため、植物個体間の相互作用に注目している。

固着性生物である植物においては、群集の空間構造を考慮することが重要であると考え、空間構造の形

成過程に関わる植物の生活史特性、特に繁殖特性、ならびに形成された空間構造が逆に生活史特性に及

ぼす効果について研究を進めている。国内では照葉樹林を主なフィールドとし、研究事例の少ない雌雄

異株植物を対象にしている。また森林保全の立場から、森林内に侵入しつつある外来植物の個体群動態

の研究も進めており、実証的かつ理論的に森林保全についての提言を行うことを目指している。マレー

シアボルネオ島の熱帯多雨林においては、樹木の極めて高い種多様性の創出と維持のメカニズムの迫る

ため、花粉媒介による遺伝子流動の範囲の違いに依存して、個体群内の遺伝的分集団化の程度が異なる、

という仮説のもと、花粉媒介様式の異なるフタバガキ科樹種の比較研究を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             東南アジアの熱帯多雨林              日本の照葉樹林 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         性転換する樹木、ウリハダカエデ            外来樹種ナンキンハゼ 

＜アピールポイント＞ 

 森林を構成する高木種は、その体の大きさと寿命の長さから生態系の骨格を作り上げる生物である。高木種

が集団を維持することにより、動物にとっての食物資源や住み場所場所が提供される。森林はまた、水源涵養

機能や二酸化炭素固定機能などを通じてを環境を制御している。森林生態系の構造と機能を明らかにするこ

とは、私たち人間にとって住みよい環境の長期的・安定的な保証につながる。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

森林保全、自然保護、環境教育など。 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/pecol/pecol.html 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/file/lab/pecol.pdf 

キーワード 植物、樹木、生物多様性 

 



 

    シーズ名 Development of sialylated tissue specific drug delivery cargo 

氏名・所属・役職 Isil TULUM・理学研究科（複合先端研）・特任講師 

 

 

＜概要＞Summary 

Mycoplasmas cause several infectious diseases in a variety of higher plants and animals. Our 

laboratory is mainly working on different gliding Mycoplasma species. We have clarified the 

mechanism of Mycoplasma adhesion onto the host cell and continue to study on pathogenicity- 

gliding movement relationship. Mycoplasma, like influenza viruses, recognizes the sialylated 

oligosaccharide on host tissue, couples, and by pulling performs gliding motion. Furthermore, we 

have identified the genes involve in this gliding movement. Our plan is to transfer gliding system to 

a nonpathogenic bacteria such as Bacillus, and reprogram the organism to act as a transfer cargo to 

release drug into sialylated tissues. 

 

 

＜アピールポイント＞Appeal points 

Enabling highly specific drug delivery would be very 

beneficial in medicine. It would allow doctors to deliver 

more efficacious therapy using smaller doses and 

without exposing the patient to the systemic effects of 

that drug, thus reducing side effects. We are interested in 

the potential of using bacteria to increase specificity of 

delivery by utilizing their natural specificity to tissues. 

The advantage that this system has over traditional 

medicine is the natural specificity that bacteria have 

towards it preferred ecological environment. Our system 

is totally new and we are the best candidate to achieve 

this.  

 

 

 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

Medicine, Pharmaceuticals, Veterinary, Marine Biology  

＜関連する知的財産権＞ 

該当なし 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/~miyata/index.html 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

該当なし 

キーワード Mycoplasma, drug delivery, Bacillus, sialylated oligosaccharide 

 

このページは記入要領です。 

記入するのは次ページです。 

A4サイズ、1ページ以内でご記入下さい。 

顔写真も掲載致します。シーズ一覧の写真と異なるものを使用希望の場合は JPEG

形式でお送り下さい。 



 

    

 

 

シーズ名 
急速凍結フリーズ・レプリカ電子顕微鏡法を用いた生体材料の動態観察

と３次元構造解析手法の開発・応用（アクトミオシン滑り運動機構の研究） 

氏名・所属・役職 片山栄作・理学研究科（複合先端研）・特任教授 

＜概要＞ 

 筋収縮の分子機構の研究は開始から既に６０年が経つ。多数の研究者の多様な手法による尽力の末、有力

な説として「レバーアームの首振り」が広く信じられているが、未だに直接的な証拠はなく、解明は不十分であ

る。その最大の困難は、高速で運動中の個々の中間体分子の構造を捉えるための適切な手段がないことであ

る。結晶化の見込みはなく、個々の粒子が極めて多様な形状を示す上記の試料には、大量の粒子のデータの

平均化が必須な単粒子解析法も適さない。一方、複合体の凹凸を連続走査して表面の形状変化を追う高速原

子間力顕微鏡は有力であるが、時間・空間分解能とも未だ不足し、現状では上記の目的に適わない。Heuser

らにより開発された急速凍結フリーズレプリカ法では、0.5 ミリ秒以内に物理（凍結）固定した生体材料の表面に

金属薄膜を蒸着し、カーボンに写し取って電子顕微鏡で観察するため、高速運動中の個々のタンパク質（複合

体）表面の高コントラストのスナップショットを 1.5 nmに迫る空間分解能で捉えることができる。われわれは実際

に滑り運動を行う条件でアクチンフィラメントを支えるミオシン頭部のフリーズレプリカ像を捉え、そのようなレプ

リカ像から材料の３次元構造情報を得るためのさまざまな手法を開発・適用した結果、その中間体の構造がジ

スルフィド結合で分子内架橋したミオシンに酷似することを突きとめた。その分子種の立体構造を新手法により

再構成したところ(下左図 a-d）、それは未だ報告されていない全く新たな構造であり、その構造の導入によりこ

れまで説明不能であったさまざまな実験事実や運動中の画像を合理的に説明できることが判明した。その構

造を取り込んで、新たなクロスブリッジ機構(下右図参照）を提唱した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [新たに見いだしたミオシン頭部の構造と既存の構造の比較]  [新たな構造の分子種を取り込んだ改訂版クロスブリッジ仮説] 

＜アピールポイント＞ 

 本研究で用いた急速凍結フリーズレプリカ法はユニークで非常に有用な試料調製法である。１９７０年代に開

発され、いくつもの重要な発見に貢献したにもかかわらず、その処理過程でやや微妙な操作を含むために敬

遠され、普及したとは言い難い。せっかくの有用な手法もこのままでは広まることなく消滅しそうな気配である。

一方、「低温トモグラフィ」は極めて高価な装置を用い、困難な技術であるにも拘らず、急速に普及している。そ

の理由は、メーカー側がコンピュータ制御による自動化を強力に推し進め、初心者でも高い効率でデータが得

られる優れたシステムを構築したことに外ならない。凍結レプリカ手法においても、技術的習熟を要する過程の

自動化を進め、多数の研究者が気軽に装置を使えるようになれば、その優位性を活用することが可能となると

思われる。 

＜利用・用途・応用分野＞ 

構造生物学、細胞生物学、生理学、薬学、基礎・臨床医学、獣医学、畜産学、水産学 

＜関連する知的財産権＞ 

片山栄作・馬場則男ほか http://astamuse.com/ja/published/JP/No/2012133796 

＜関連するＵＲＬ＞http://www.jst.go.jp/sentan/saitaku/ENDy.html#katayama 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

精密作業用工業ロボット 

キーワード 急速凍結レプリカ電子顕微鏡法、分子動態、３次元再構成、ロボティクス、分子標識法 

 

このページは記入要領です。 

記入するのは次ページです。 

A4サイズ、1ページ以内でご記入下さい。 

顔写真も掲載致します。シーズ一覧の写真と異なるものを使用希望の場合は JPEG

形式でお送り下さい。 

 



 

    

 

 

シーズ名 病原性微生物が持つ新奇シアル酸受容体 

氏名・所属・役職 濵口 祐・理学研究科・特任助教 

＜概要＞ 

真核細胞表層に存在するシアル酸オリゴ糖は細胞の顔として主に自己認識等を担っているが、しばしば病原

因子の感染標的とされている。マイコプラズマ属は様々な生物に高い特異性を持って感染するが、感染時の標

的はインフルエンザウイルスなどと同様にシアル酸オリゴ糖であると考えられている。一部のマイコプラズマは

菌体外に突出した“あし”構造をもち、宿主細

胞に接着したのちに滑走運動する。この接

着、滑走には複数のタンパク質が関与してい

るが、“あし”タンパク質（図中赤色）にはシア

ル酸オリゴ糖受容体が存在し、感染におい

て重要な役割を担っていると考えられる。し

かし、マイコプラズマがもつシアル酸オリゴ糖

受容体は既知の受容体とは相同性を示さ

ず、新奇なものであり、予測される立体構造

は高等動物の免疫に関わる Toll 様受容体と

相同性を示すものと考えられた。 

 

＜アピールポイント＞ 

シアル酸オリゴ糖を標的とした病原因子は、

その受容体構造を変化させることで異なった宿主に感染する可能性を持っている。インフルエンザウイルスに

おいても、近年ではトリ→ヒトの感染が報告されており、シアル酸オリゴ糖を介した感染機序の解明は一層重

要になっている。また、マイコプラズマにおいては２０１１～２０１２年の大流行以降もその感染報告数は増加傾

向にある。しかし、現在までにマイコプラズマのシアル酸オリゴ糖受容体を標的とした治療薬は開発されておら

ず、抗生物質を用いた治療のみが行われているが、現在では耐性菌の出現も報告されている。マイコプラズマ

のシアル酸オリゴ糖受容体の構造解明と創薬への応用は、マイコプラズマの効率的な治療法の確立だけでな

く、シアル酸オリゴ糖を標的とした多くの病原因子の感染機序における共通メカニズムの解明にも寄与できるも

のと考えられる。 

 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

医学，薬学，獣医学，畜産学，水産学 

 

＜関連する知的財産権＞ 

該当なし 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/~miyata/index.html 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

該当なし 

キーワード マイコプラズマ、肺炎、シアル酸オリゴ糖、糖受容体 
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シアル酸オリゴ糖 

あし 

マイコプラズマ菌体内部 

受容体 



 

 

    
シーズ名 抗重力反応を利用した有用植物の生産 

氏名・所属・役職 
理学研究科生物地球系専攻 

教授 保尊 隆享、准教授 若林 和幸、准教授 曽我 康一 

＜概要＞ 

植物は、地球上のすべての生物にとってエネルギー（栄養）の供給源であると同時に、地球環境の維

持においても不可欠な役割を担っている。このような植物は、数億年前に生物の先陣を切って陸に上が

って以来、重力の力に抵抗する反応（抗重力反応）を発達させて、陸上で進化してきた。植物の抗重力

反応において、中心的な役割を担っているのは細胞壁である。細胞壁は、セルロース繊維とマトリック

スからなり、個々の細胞を取り囲んでその形や大きさを直接的に制御すると同時に、植物体全体に力学

的な強度を与えている。 

陸上で抗重力反応を発達させた植物は、水不足、温度変化、圧力や接触など、陸上における他のスト

レスに対しても強い抵抗性を示して繁栄してきた。したがって、人為的に植物体の抗重力反応を活性化

することによって、頑丈でストレスに強く生産性の高い作物を作り出すことができる。また、抗重力反

応の活性化により植物体の大きさや形が変化するので、これをうまく操作することによって、園芸的価

値の高い品種をつくることが可能になる。 

 

＜アピールポイント＞ 

 植物にある種のストレスを与えて、他のストレスに対する耐性を高める発想は独創的であり、特に重

力をその手段に使うアイデアはユニークである。当研究グループは、7 回の宇宙実験やそのための地上

研究を通して、重力を有効に利用するためのノウハウを蓄積している。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

１．生産性の高い作物の作出 

２．園芸的価値の高い作物の作出 

３．有用部位の割合が高い作物の作出 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/pphys/space.html 

キーワード 植物、環境、作物、食品、園芸 

 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/biol/pphys/space.html


 

    

 

 

シーズ名 マイコプラズマ感染症の診断と治療 

氏名・所属・役職 宮田真人・理学研究科（複合先端研）・教授 

＜概要＞ 

ヒト肺炎の原因として知られる細菌，マイコプラズマ属は，種々の高等動植物に様々な感染症を起こす．宮田

は，マイコプラズマの感染に必須な，宿主への接着と滑走運動の仕組みを明らかにしてきた．マイコプラズマは

インフルエンザウイルスと同様に，シアル酸オリゴ糖を認識，結合，引っぱることで，滑走運動を行う．そのた

め，マイコプラズマ感染症は，インフルエンザウイルス感染症と同様に，シアル酸オリゴ糖に似た構造の化合

物により，防ぐことが可能であろう．また，表面に存在するタンパク質はイムノクロマトを用いた診断キットの標

的として有用である．図は，マイコプラズマによるシアル酸オリゴ糖認識を示したもの．４つのポケットそれぞれ

が当を認識する． 

 

 

＜アピールポイント＞ 

マイコプラズマ肺炎は

2011年と2012年に世界

的に大流行した．また，

マイコプラズマによる尿

道炎なども深刻化しつ

つある．マイコプラズマ

感染症を抑えるには迅

速な診断が鍵となるが，

いまだ決定的な診断キットは開発されていない．一方，治療には現在は抗生物質が有効であるが，耐性菌の

出現により，近い将来に別戦略で創作されたの薬剤が必要になる可能性が高い．下のグラフは過去 10年間に

おけるマイコプラズマ肺炎発生件数の推移を示すもので，国立感染症研究所ウェブサイトから転載した． 

＜利用・用途・応用分野＞ 

医学，薬学，獣医学，畜産学，水産学 

＜関連する知的財産権＞ 

該当なし 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.sci.osaka-cu.ac.jp/~miyata/index.html 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

該当なし 

キーワード マイコプラズマ，肺炎，尿道炎，関節炎，診断キット，シアル酸オリゴ糖，イムノクロマト 
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形式でお送り下さい。 



 

    
シーズ名 特異な糖タンパク質糖鎖遊離酵素を用いた糖鎖付加・組換え技術 

氏名・所属・役職 伊藤和央・理学研究科・准教授 

＜概要＞ 

糖タンパク質からアスパラギン結合型糖鎖を遊離するエンド-β-N-アセチルグルコサミニダーゼを探索し、そ

の構造と機能に関する研究を行っている。そのうち、下記４種の酵素は、インタクトな糖タンパク質からアスパラ

ギン結合型糖鎖を糖鎖構造特異的に遊離するとともに、糖鎖を他の化合物に転移・付加する。また、これら酵

素の遺伝子大量発現系と精製法を構築し、酵素の供給システムを整えた。 

 

 

 

 
糖タンパク質糖鎖遊離酵素のアスパラギン結合型糖鎖構造特異性 

 

 

 

 

 

＜アピールポイント＞ 

従来の酵素は、変性した糖タンパク質からハイマンース型糖鎖を遊離するが、インタクトな糖タンパク質から

の遊離は極めて遅い。また、ヒト型多分岐コンプレックス型糖鎖には全く作用しない。一方、本シーズの酵素は

いずれもインタクトな糖タンパク質から効率よく糖鎖を遊離する。また、エンド HS とエンド PM はヒト型多分岐コ

ンプレックス型糖鎖極めてよく遊離する。一方、エンドＦＶとエンドＡＢは、酵母などに特徴的なハイマンース型や

ハイブリッド型糖鎖を遊離する。これらの酵素を組み合わせて、糖タンパク質の機能を損なうことなく、すべての

アスパラギン結合型糖鎖を除去できる。また、遊離した糖鎖を様々な化合物に転移導入し、多様な構造のアス

パラギン結合型糖鎖付加した配糖体を合成できる。さらに、糖タンパク質糖鎖の相互組換えが可能となる。 

＜利用・用途・応用分野＞ 

・糖タンパク質バイオ医薬品の糖鎖組換えによる高機能化ならびに糖鎖抗原性の除去 

医薬抗体やエリスロポイエチンなどの糖タンパク質医薬品の糖鎖を、本シーズの酵素で除去し、異なる糖鎖を

転移導入し、安定性や薬理作用を高めることが期待できる。酵母で発現した糖タンパク質医薬品の糖鎖を、本

シーズの酵素で除去またはヒト型糖鎖に組換え、異種糖鎖抗原性による副作用を抑制することが期待できる。 

・生体認識配糖体の合成 

本シーズの酵素を用いて、糖タンパク質のアスパラギン結合型糖鎖を各種生理活性物質に転移導入し、糖鎖

の生体認識機能を有する配糖体を合成できる。薬剤の安定化やデリバリーあるいはウイルス、細菌の特異的

捕捉材の開発に応用できる。 

・酵素による糖タンパク質糖鎖診断 

血液や組織の糖タンパク質から、本シーズの酵素を用いて糖鎖構造特異的に糖鎖を遊離し、質量分析計を併

用して糖鎖部分の高感度分析が可能となる。がん化や各種疾患にともなう糖鎖構造の変化を捉えて、新たな

高感度・迅速な臨床糖鎖診断法の構築が期待できる。 

＜関連する知的財産権＞ 

特願 2012-255631糖タンパク質の糖鎖を遊離させる活性を有する酵素および該酵素を用いる糖鎖の遊離方法 

特願 2013-108153糖タンパク質の糖鎖を遊離させる活性を有する酵素およびその製造方法、該酵素を用いる糖 

鎖の遊離方法 

＜関連するＵＲＬ＞ 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

天然糖タンパク質の供給系、均一な構造のアスパラギン結合型糖鎖の供給系、糖鎖導入配糖体の薬理検定

系、糖タンパク質医薬品の効能検定系、糖鎖の高感度かつ簡易分析系 

キーワード 糖鎖技術、糖鎖組換え、バイオ医薬品、生体認識配糖体、糖鎖診断、糖タンパク質 

 

 

 

 
特異な糖タンパク質糖鎖遊離酵素による糖タンパク質からのアスパラギン結合型糖
鎖の遊離と各種化合物への糖鎖転移付加反応 



 
シーズ名 微生物腐食の事例解析 

氏名・所属・役職 川上洋司・工学研究院・准教授 

＜概要＞ 

2006 年にアラスカにおいて原油配送パイプラインから原油が自然環境へ流出する事故が生じ，原油配送が

停止しました．この事故による環境汚損および経済損失は甚大でありました．事故の原因は配管の腐食でした

が，その腐食は微生物によって引き起こされる“微生物腐食”であったと言われています．アラスカでの事故以

外にも微生物腐食による事故が多数報告されています．微生物腐食による経済損失は概算で GNP の 0.5～

2.5%に達するとされています． 

微生物は環境中いたるところに生息します．そのため，材料が水と接する所では微生物腐食が生じる可能性

があり，燃料タンクでの事例や熱交換器，配水管などの身近なところで生じた事例についても多数報告されて

います．微生物腐食の特徴の一つとして，その腐食速度が非常に速いことがあげられます．そのため，予期さ

れる以前に材料の健全性が損なわれ，微生物腐食が甚大な事故を引き起こすことがあります．微生物が腐食

に関与することはあまり知られていないため，微生物腐食が一般の腐食として見過ごされることも多く，適切な

対策がなされないことがあります．微生物腐食への対策を誤ると効果が無いのみならず，微生物腐食を加速さ

せ被害を拡大させることもあります．微生物腐食による事故を防ぐためには生じた腐食が微生物によって引き

起こされた腐食であるのか否かを判断し，微生物腐食が疑われた場合にはそれに応じた対策を行う必要があ

ります． 

当研究室では微生物腐食の事例解析を行い，その結果を基にして対策を検討します． 

 

＜アピールポイント＞ 

事故現場での検証実験，研究室での再現実験などにより，腐食の原因を同定するとともに対策について検

討します． 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

上下水道などのインフラ施設，海洋構造物，プラントや水処理施設 

 

＜関連する知的財産権＞ 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 

キーワード 微生物腐食，金属材料，SRB，IB，バイオフィルム 

 



 

    

 

 

シーズ名 天然生理活性物質を基とした新規抗腫瘍・抗炎症剤の開発 

氏名・所属・役職 東 秀紀・工学研究科化学生物系専攻・講師 

＜概要＞ 

1’-Acetoxychavicol (ACA) は抗腫瘍性、抗炎症

性など様々な薬理効果が報告されているショウ

ガ由来化合物である。ACA は細胞増殖や炎症応

答に重要な転写因子である NF-κB の活性化を抑

制し、抗腫瘍、抗炎症活性を示す。しかしながら、

ACA は難水溶性であり、更に水溶液中では不安

定で分解しやすいといった問題があった。これを

解決するため、我々は水溶性シクロデキストリン

（CD）を利用し、ホスト分子とゲスト分子の粉末から複合体を作製可能な高速振動粉砕法による水溶

化を検討した。その結果、ACA の生理活性を維持しつつ、水溶液中でも比較的安定な包接率約 60%の

水溶性複合体の作製に成功した。更に、ACA、複合体共に現在知られている NF-κB の活性化抑制とは

異なる抗炎症効果を新に見出しており、現在その作用機序の解明に向けて研究を行っている。 

また、ACAの分解産物の一つである HPAが細胞内の還元性物質であるグルタチオンを低下させる効

果をもつことを見出している。HPA自体は ACAとは異なり抗腫瘍、抗炎症効果を示さないため、例え

ば細胞内に活性酸素種を発生させてがん細胞を殺傷するような光線力学療法における併用剤としての

応用が考えられる。また、グルタチオンは多剤耐性を獲得したがん細胞で過剰に存在しており、抗がん

剤など取り込んだ分子を細胞外へ放出する機構にも関与しているため、既存の抗がん剤との併用でも活

性向上が見込めると考えている。HPAも ACAと同様の手法で水溶化が可能で、包接率がほぼ 100%の

水溶性複合体を得ており、更に単独の場合と同程度のグルタチオン低下効果を示すことも確認してい

る。 

 以上、天然の生理活性物質である ACA や HPAを CD で水溶化することで薬剤としてのハンドリング

を容易にし、これらを用いて慢性炎症である肝炎や関節リウマチ等に対する抗炎症剤、あるいは光線力

学療法や抗がん剤への併用化学療法剤としての応用を目指している。 

 

＜アピールポイント＞ 

CD を用いた難水溶性物質の水溶化技術を有している。CD に内包可能な大きさの分子かつ常温で固体

のものに限られるものの、粉末状態から複合体を作製するため、従来の混練法よりも高効率で水溶化が

可能である。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

難水溶性物質の水溶化 

シスプラチンなどの抗がん剤との併用化学療法 

光線力学療法への応用 

肝炎、関節リウマチに対する新規治療薬 

 

＜関連する知的財産権＞ 

1. 特願 2010-263089 “水難溶性薬理活性物質の薬理活性を維持しながら水溶性を付与する方法”  

2. 特願 2010-037089 “コラーゲン産生促進剤” 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

各種疾患（肝炎、リウマチ等）のモデルマウス作製を含めた動物実験技術。 

キーワード ACA, 抗腫瘍、抗炎症、水溶化、シクロデキストリン 

 

ACA HPA 

図 1.  ACA及びその分解物 HPAの構造 



 

    

 

 

シーズ名 医薬などの有機化合物の晶析 

氏名・所属・役職 大嶋 寛・工学研究科・教授 

＜概要＞ 

結晶の機能を引き出すためには、物質に応じた最適の操作を行うことが重要である。この分野における当研究

室の主な研究テーマは次のようなものである。 

 

1．いままでに結晶化したことがない物質を結晶にする。 

2．結晶多形（同じ物質でありながら結晶構造が異なるもの）の析出挙動を制御して、目的の多形を生産する。 

3．結晶の大きさとその分布を制御する。即ち、大きな結晶を生産する、あるいは、小さな結晶を生産する。 

4．オイル化晶析の積極的に利用する。 

5．新たな晶析装置を開発する。 

6．有機化合物の反応と生成物の晶析分離を組み合わせた新しい合成プロセスを開発する。 

7．その他様々な晶析に関する企業からの技術相談を受ける。 

 

            

 

＜アピールポイント＞ 

 

結晶化する前の溶液の構造を理解すれば、様々な晶析操作の良いところと問題点がわかるので、これを研究

して最適の晶析操作を考える。企業の技術相談に応じて、問題の解決に導いた例多数。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 

一般化学工業・製薬工業・中間体製造・装置開発・塗布・電子材料開発・食品・健康食品 

 

＜関連する知的財産権＞ 

 

晶析装置・その他企業との共同研究による特許 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 

キーワード 晶析、結晶核形成、結晶特性制御、医薬、 

 



 

   ○写  

シーズ名 酸化還元タンパク質の構築原理とその利用 

氏名・所属・役職 北村 昌也・工学研究科化学生物系専攻・教授 

＜概要＞ 

 硫酸還元菌 Desulfovibrio vulgaris (Miyazaki F)を研究材料として、その遺伝子を解析し、遺伝子工

学的に組換えタンパク質を作り出し、その性質を決定するとともに、積極的な利用法を提案しています。 

 下水の周りは、不快な臭いがしませんか？その臭いの正体は、硫酸還元菌が放出した硫化水素です（臭

いは我慢できますが、実は、毎年数人はこのために亡くなっています）。硫酸還元菌は、硫酸塩呼吸と

いう特殊な呼吸系で生育しているため、通常の生物が持っていないような特殊なタンパク質を持ってい

ます。そこで私は、この菌が持っている補因子（金属イオンやフラビン誘導体など）結合タンパク質に

着目して研究を行っています。このようなタンパク質は、酸化還元という機能は主に補因子に任せ、ペ

プチド鎖部分は、「枠組み」となっていますが、そのペプチド鎖部分は、生体内で反応を行う相手の選

択や補因子の選択性や結合強度、酸化還元電位の決定をしていると考えられます。これらの関係を明ら

かすると同時に、その性質を使って新たな生物プロセスが提案できないかと考えています。 

遺伝子

金属や
補欠分子族

天然にない
アミノ酸の導入

どんなタンパク質が
できるか？

結合強度
酸化還元電位

タンパク質 細菌の生態

ポリペプチド鎖  
 

 

遺伝子からタンパク質へ 
FMN結合タンパク質の 

リボンモデル 
金属イオン回収システムの概念図 

＜アピールポイント＞ 

 天然には、たくさんのタンパク質が存在します。これを改変したタンパク質や、さらに天然にないア

ミノ酸を導入したタンパク質を考えれば、とてつもない種類のタンパク質が想定できます。つまり、タ

ンパク質工学は、目的に合致したタンパク質を「作り出す」無限の可能性を秘めていると言っても過言

ではないかもしれません。その中で、酸化状態を制御することによって、（改変）酸化還元タンパク質

を利用すれば、分子素子などへの応用が可能かもしれませんし、環境中からレアメタルを回収するシス

テムも作り出せるかもしれません。 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 環境改善を意図して、硫酸還元菌を駆除するといった消極的な利用だけでなく、積極的な応用を考え

ています。例えば、金属タンパク質の結合金属イオンの選択性を利用すれば、有用な微量金属の効率的

回収システムができると考えています。また、フラビン誘導体と枠組みの関係、つまり酸化還元タンパ

ク質の成り立ちが理解できれば、新たな分子素子、すなわち 1分子メモリやスイッチング素子としての

用途が考えられます。 

＜関連する知的財産権＞ 

 なし 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.bioa.eng.osaka-cu.ac.jp/bic/index-ie.html 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 分子を基板上に並べる、樹脂に固定化する、タンパク質を安定化させる、といった工業化に向けた応

用技術 

 

キーワード 酸化還元タンパク質、補因子、金属イオン回収、分子メモリ 

 

http://www.bioa.eng.osaka-cu.ac.jp/bic/index-ie.html


 

    

 

 

シーズ名 β-1,3-グルカンを用いる新規組織接着性止血剤 

氏名・所属・役職 長﨑 健・工学研究科化学生物系専攻・教授 

＜概要＞ 

 現在市販されている止血剤において、フィブリン糊は

ウイルス感染の危険性が高く接着強度が弱い問題点

がある。また、ポリアミンアルデヒド系は血管閉塞等の

後遺障害の可能性や低分子アルデヒド類の高い神

経・組織障害性が指摘されており、決して満足できる

ものではない。そこで、本研究では、微生物由来で側

鎖グルコースを持つ -1,3-グルカン（医薬品やサプリ

メントとしてこちらも安全性が確認されている）の側鎖

グルコースを過ヨウ素酸により選択的に酸化し、生分

解性主鎖を有するポリアルデヒドを作製した。そして、

生分解性ポリアミンと混合し得られたハイドロゲルは、ゲル強度のが高く、in vitro, in vivo （マウス、ラッ

ト、犬） においても低毒性で皮膚に対しても低刺激性であり、血液化学的にも安全で、炎症性も低いこと

が明らかとなった。動物出血モデルを用いた止血効果において有効性が確認された。 

 

＜アピールポイント＞ 

 ウイルス感染の危険性が無く、生体適合性が高く安全性・接着速度・強度に優れた近年の外科医療に

適応した新規止血剤の開発に成功した。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 医用止血剤・医用接着剤・止血用接着剤・創傷被覆材料・細胞三次元培養用ゲル・薬物コントロールリ

リース用ハイドロゲル・再生医療用組織補填剤／強化剤 

 

＜関連する知的財産権＞ 

 β-1,3-グルカン由来ポリアルデヒド／ポリアミンハイドロゲル、特許 5660781号、大阪市立大学・ダイソー

株式会社 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

 http://www.bioa.eng.osaka-cu.ac.jp/bfc/ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 共同開発企業を求めています。 

 

 

 

キーワード 止血用接着剤・ハイドロゲル・生体高分子・生体適合性・高分子ゲル 

 



 

    

 

 

シーズ名 自己会合性ペプチドを利用した抗体高機能化技術 

氏名・所属・役職 中西 猛・工学研究科・講師 

＜概要＞ 

抗体医薬は、がんやリウマチを

はじめとする難治性疾患に対する

治療薬として注目されており、国際

的に激しい開発競争が繰り広げら

れている。現在主流の完全長(IgG)

型抗体を用いる場合、大量投与と

製造方法に起因するコスト高が相

まって、高額な治療法となってしま

うため、医療経済的視点から克服

すべき課題である。一方、微生物

を用いて高効率に生産が可能な

低分子化抗体では、製造コストの

低減は期待できるものの、低分子

化に伴う機能低下が指摘されてい

る。そのため、従来の IgG型抗体と

比較して、機能的に同等あるいは凌駕する組換え抗体を、安価に作製できる技術が求められている。 

そこで、我々はヘテロ 4量体を形成する自己会合性ペプチドに着目し、抗体高機能化技術の開発を行ってい

る。これまでに、2種の短鎖ペプチドを 2種の抗体可変領域に各々融合することによって、2種の標的分子に結

合可能なバイスペシフィック抗体を作製した。このバイスペシフィック抗体は、市販の抗体医薬に匹敵する機能

を発揮したことから、我々が開発した手法は、抗体高機能化技術として有用であると考えている。 

 

＜アピールポイント＞ 

IgG 型抗体は、一般に高等細胞を用いて生産されるが、微生物に比べて、増殖が遅く、高い培養コストを必

要とする。本技術では自己会合性ペプチドを利用し、微生物発現系で生産可能なサイズの単量体ユニットを自

発的に会合させ、ボトムアップ的に高分子量化を図ることで、生産性と機能性の両立を目指している。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

本技術を用いることで、高い生産性と機能性を備えた治療用抗体を作製できる可能性があるため、コスト低

減の観点から医薬分野に貢献できると考えている。また、本技術は、タンパク質分子連結技術の新規な提案で

あることから、他のタンパク質分子でも適用可能であり、基礎的研究分野からセンシング、イメージングへの応

用に至るまで幅広い分野での利用が期待される。 

 

＜関連する知的財産権＞ 

なし 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

北村研究室ホームページ http://www.bioa.eng.osaka-cu.ac.jp/bic/ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

バイオ医薬品の薬物動態評価系 

 

キーワード 抗体医薬、自己会合性ペプチド、遺伝子組換え、微生物生産、高機能化 

 

自己会合性ペプチドを利用した抗体高機能化技術の概念図 



 

    

 

 

シーズ名 
食用植物成分や栄養素による生活習慣病の予防効果および創傷治癒

促進効果の作用メカニズムの解明とその応用戦略に関する研究 

氏名・所属・役職 小島 明子・生活科学研究科・准教授 

＜概要＞ 

 「食と健康」は切っても切り離せないものです。一方では、生活習

慣病の発症は食生活と密接に関与しています。しかしながら、食品成

分が有する疾病予防や病態改善効果を見出すことは、健康増進や健康

長寿の一端を担うことができます。 

 本シーズでは、細胞レベルおよび動物レベルの疾患モデルを用いて

「食用植物成分や栄養素による生活習慣病（ガン、炎症性肝疾患、肥

満、神経変性疾患）の予防効果の作用メカニズムの解明とその応用戦

略」を研究し、機能性食品への開発に応用しています。 

 皮膚の老化によって生じる肌の皺やたるみは、男女を問わず永遠の

問題です。さらに、皮膚の創傷をはやく治すことは、健康長寿で若さ

を保ち、かつ、QOL 改善・向上にもつながることが示唆されます。こ

れらは、皮膚の線維芽細胞のコラーゲンやエラスチン産生能および表

皮角化細胞の遊走能に大きく影響を受けます。そのため、皮膚の線維

芽細胞自身のコラ−ゲンやエラスチン産生能を亢進させること、角化細

胞の遊走能を亢進させることが重要な役割を果たします。 

 本シーズでは、「皮膚のアンチエイジング効果および創傷治癒促進効

果の作用メカニズムの解明とその応用戦略」を研究し、化粧品や医薬

品への開発に応用しています。 

＜アピールポイント＞ 

 エビデンスに基づいた作用メカニズムを明らかにしていることであり、製品化に向けても他の商品と差別

化できるという優位性をもたせることができます。 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 健康食品、サプリメント、化粧品、医薬品など。 

＜関連する知的財産権＞ 

1. コラーゲン産生能向上剤（特許第 4670040 号）、 2. コラーゲン産生促進剤（特許第 5207227 号） 

 3. アルコール性肝障害予防または改善剤（特許 5403538 号）、 4. 抗肥満剤（特許第 5737889 号） 

 5. コラーゲン産生促進剤、光老化防止剤、保湿機能改善剤および皮膚用剤組成物（特許 5686365 号）  

 6. 線維芽細胞増殖促進剤、角化細胞遊走・増殖促進剤、エラスチン産生促進剤、ヒートショックタンパク質 47 産生 

    促進剤、α-平滑筋アクチン (α-ＳＭＡ) 産生促進剤、及び光老化防止剤（特願 2010-199209） 

 7. 皮膚線維芽細胞のタンパク質産生促進剤および角化細胞遊走・増殖促進剤（特願 2010-206830） 

 8. 肝炎予防又は治療剤（特願 2011-129521）、  9. 皮膚再生促進剤（特願 2012-063379） 

 10. 1,5-D-アンヒドロフルクトースからなる抗肥満作用剤（特願 2012-75383） 

 11. サーチュイン遺伝子活性化剤（特願 2012-063362、12. プロテアソーム活性化剤（特願 2013-027860） 

 13. コラーゲン産生促進用、エラスチン産生促進用および/またはケラチノサイト遊走促進用組成物（特願 2013-140751） 

 14. 脂肪細胞分化の抑制用、脂肪細胞の脂肪蓄積量低減用および／または脂肪細胞のアディポネクチン分泌促進用 

     組成物（特願 2013-142011） 

＜関連するＵＲＬ＞ 

   http://kojima-yuasa-lab.sakura.ne.jp/ 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

    成分分析技術や臨床試験 

  

キーワード 
ガン、炎症性肝疾患、肥満、神経変性疾患、皮膚線維芽細胞のコラーゲンおよび 

エラスチン産生能、角化細胞の遊走能  

 



 

    

 

 

シーズ名 抗加齢（アンチエイジング）効果を持つ栄養成分の探索 

氏名・所属・役職 生活科学研究科 食・健康科学講座 教授 西川 禎一 

＜概要＞ 

◆ 研究の背景：悪性腫瘍や肺炎は加齢と共に増加します（図１）。しかし、高齢社会のわが国では、高

齢者も現役であることが求められており、健康寿命の延長こそが重要です。 

◆ 研究目標と内容：実験動物を用いてアンチエイジング・免疫賦活など健康寿命の延長に有用な食品

成分を探索し、「滋養強壮」と言う漠然とした概念に科学のメスを入れる（図２、３） 

 

  

＜アピールポイント＞ 

私達が開発した図２のような実験系を用いて、有用な機能成分の発見を目指します。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

食品・栄養・医療・医薬・漢方・健康食品・サプリメント・滋養強壮・免疫賦活・抗老化 

＜関連する知的財産権＞ 

特願 2009-106466「被検物質評価方法」 出願人・発明者：西川禎一、寺尾啓二 出願年月日：平 21 年（2009

年） 4 月 24 日 登録番号 第 5535514 号 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.life.osaka-cu.ac.jp/cgi/pro.cgi?4102 

http://nishikawa-lab.net/ 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

キーワード 老化・免疫賦活・生体防御・栄養・機能性食品・アンチエイジング 
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図２. 当研究室では上図のような線虫を

用いて栄養などが寿命や免疫力に与える

影響を調べています。 

図３. 線虫にある種の被験物を食べ

させたところ、普通の餌を食べている

対照群に比べ有意に寿命が延びまし

た。私達の食生活も健康と寿命に大き

な影響を与えると考えられます。 

 

図１. 男女共に 30 代から悪

性新生物（癌）による死亡が

増え、70 代以降は肺炎による

死者が急増します。加齢によ

る生体防御機能の低下も一つ

の要因と考えられています 

http://www.life.osaka-cu.ac.jp/cgi/pro.cgi?4102


 
シーズ名 pHセンサーツール：電位依存性プロトンチャネル 

氏名・所属・役職 久野 みゆき・医学研究科 分子細胞生理学・准教授 

＜概要＞ 

各臓器を構成する細胞膜にはイオンを選択的に通す蛋白分子（イオンチャネルやトランスポータ）が

ある。さまざまな化学的・物理的刺激によってチャネル活性が変動し、細胞の電気信号、細胞応答、ホ

メオスターシスが調節される。中でも電位依存性プロトン（H+）チャネルは、パッチクランプ法で記録

できる H+選択的電気特性を指標に、刻々と変化する細胞内 pHの鋭敏なセンサー(内在性 pHメーター)と

して応用できる。 

 
 

＜アピールポイント＞ 

pHを決定するプロトンイオンは、生体膜を介する物質の取り込みや・排出、酸分泌、味覚、骨吸収、

感染初期の自然免疫過程、痛みの発生、組織のアシドーシス・アルカローシス、癌細胞の転移など、多

彩な生理的・病理的現象と深く関わっている。プロトン濃度が一定の範囲に保たれるように、多くの pH

調節機構があるが、さまざまな刺激によって細胞内 pH は変動し、それに伴った細胞応答が生じる。プ

ロトンチャネルはプロトンを特異的に輸送する膜分子のひとつであり、細胞内 pH 変動を正確かつリア

ルタイムで測定する有力なツールとなる。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

創薬・バイオセンサー（pHセンサー）・骨粗鬆症の治療 

 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

Sakai H et al. (2013). Increases in intracellular pH facilitate endocytosis and decrease 

availability of voltage-gated proton channels in osteoclasts and microglia. J. Physiol. (Lond) 

591.23: 5851-5866. 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/molcelphysiol/ 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

なし 

キーワード イオン、チャネル、プロトン、pH, 骨代謝、ホメオスターシス 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/molcelphysiol/


 
シーズ名 低侵襲検体を用いた脂肪肝炎診断薬の開発 

氏名・所属・役職 松原 勤・医学研究科 機能細胞形態学・講師 

＜概要＞ 

肝炎ウイルスに起因しない肝硬変・肝がんの死亡数は増加し、

とりわけ、大阪などの都市部での増加が顕著である。その主要因

は近年急増している脂肪性肝疾患である。そのため、脂肪性肝疾

患を早期治療し、肝硬変・肝がんを未然に防ぐ事が命題であるが、

脂肪性肝疾患（脂肪肝ならびに脂肪肝炎、肝線維化）を簡便に判

定する診断法はない。現在、超音波機器を用いた手法で脂肪性肝

疾患の病態変化の診察が可能な場合はあるが、正確に判定できな

い事例が多い。肝生検によって判定されるのが主流ではあるが、

病理医の間で判定が異なる事があり客観性が乏しく、また患者の

状態で実施できない事態がある。こうして、脂肪肝ならびに脂肪

肝炎、肝線維化の診断を効率的に実施できていないのが現状であ

る。 

これまでの研究で、脂肪肝および脂肪肝炎さらに肝線維化を区分できる脂肪性肝疾患バイオマーカ

ーの探索研究や病態分子解析を行い、脂肪性肝疾患の病態進展に関する分子機序解析の過程で病態マ

ーカーとして脂肪加水分解酵素(TGH)を発見した（Matsubara T, et al. Cell Metabolism 2012）。本研究は、

TGH と脂肪肝炎の関連性を基盤とし、上図のような TGH基質を合成し、診断薬としての可能性を検討

している。 
 

＜アピールポイント＞ 

本課題は、動物モデルでの評価段階であり臨床応用には複数のハードルが残っているが、血液や尿を

用いた簡便かつ患者の負担が小さい診断法の開発であり、既存の脂肪性肝疾患の診断法が抱える問題点

を打開させる手段の一つになる。また、脂肪性肝疾患は本邦で著しく増加しており、今後、脂肪肝炎診

断薬のニーズ規模が大きくなると予想される。 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

脂肪肝炎診断薬開発で得られた基礎知見は、脂肪性肝疾患のみならず糖尿病などを含めたメタボリ

ック症候群の治療薬ならびに診断薬の開発につながる。 
 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

 1. Matsubara T, Tanaka N, Krausz KW, Manna SK, Kang DW, Anderson ER, Luecke H, Patterson AD, 

Shah YM, Gonzalez FJ. Metabolomics identifies an inflammatory cascade involved in dioxin- 

and diet-induced steatohepatitis. Cell Metab. 2012 Nov 7;16(5):634-44. 

 2. Tanaka N, Takahashi S, Fang ZZ, Matsubara T, Krausz KW, Qu A, Gonzalez FJ. Role of white 

adipose lipolysis in the development of NASH induced by methionine- and choline-deficient 

diet. Biochim Biophys Acta. 2014 Nov;1841(11):1596-607. 

 3. Tanaka N, Matsubara T, Krausz KW, Patterson AD, Gonzalez FJ. Disruption of phospholipid and 

bile acid homeostasis in mice with nonalcoholic steatohepatitis. Hepatology. 2012 

Jul;56(1):118-29. 
 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/anatomy1/ 
 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 なし 

キーワード 非アルコール性脂肪肝炎、ＮＡＳＨ、診断、メタボロミクス 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/anatomy1/


 
シーズ名 低分子量化合物を用いた遺伝子疾患の新たな治療戦略 

氏名・所属・役職 広常 真治・医学研究科 細胞機能制御学・教授 

＜概要＞ 

滑脳症は神経細胞の遊走異常に伴うヒト中枢神経系の形成不全であり、原因遺伝子・LIS1のヘテロの

変異によって起こる。我々は LIS1 がモータータンパク質である細胞質ダイニンの制御因子であること

を明らかにした。さらに、LIS1 は半減期の短いタンパク質であり、カルパイン依存的に分解されること

を発見した。滑脳症は LIS1 のヘテロの変異によって起こる訳であり、LIS1 タンパク質の半分は存在す

る。従ってカルパイン阻害剤によって LIS1タンパク質の分解を抑制すれば、細胞内における LIS1タン

パク質を回復させることが期待される。本研究計画ではカルパイン阻害剤を用いた LIS1 タンパク質の

分解抑制による滑脳症の治療法の開発に挑戦する。さらにマウスを用いてカルパイン阻害剤の生体内に

おける動態を解析し、薬剤の選択、投与法の改良によってより安定な血中濃度の維持を達成し、ヒトに

対する実際の治療法確立に資する。 
 

＜アピールポイント＞ 

遺伝子疾患は原因遺伝子の変異によって生じる疾患であり、常染色体優性遺伝、常染色体劣勢遺伝、

X 染色体遺伝などに分かれる。この中でも多くの遺伝子疾患を含むグループにハプロ不全と呼ばれるも

のがある。ハプロ不全は遺伝子のヘテロの変異によって起こるものであり、遺伝子の量的な低下が原因

であり、滑脳症のほかにも Rubinstein-Taybi 症候群、Marfan 症候群、Ehlers-Danlos 症候群など多く

の遺伝子疾患が報告されている。そのほかにもアルツハイマー病やパーキンソン病などの一部にハプロ

不全の疾患が含まれることが推定されている。これまでこれらの疾患に遺伝子治療が試みられてきたが

有効な治療とはならず、新たな戦略による治療法の確立が求められている。我々の戦略は低分子化合物

によって蛋白質分解を抑制し、原因遺伝子の量的な回復を図り、治療に結びつけるもので多くの対象疾

患があり、産業的な価値は高い。今回はカルパイン阻害剤によるものであるが、そのほかにもプロテオ

ソーム系やカテプシンなどの蛋白質分解酵素すべてが対象となり、さらには mRNA の分解抑制も標的と

なり、多くの潜在的対象疾患が存在することから高い産業的価値がある。 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

低分子化合物によるタンパク質、mRNAの制御を介した遺伝子疾患の治療はこれまでの遺伝子治療と全

く異なった概念であり、またハプロ不全の疾患はすべて基本的にタンパク質の量的な不足が原因であ

り、それらがすべて適用対象となりうる。 
 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

1. Jin M, Hirotsune S, et al., Arl3 and LC8 regulate dissociation of dynactin from dynein. Nat 

Commun. 2014 Oct 24;5:5295. 

2. Sebe J Y, Hirotsune S, et al., ALLN rescues an in vitro excitatory synaptic transmission 

deficit in Lis1 mutant mice. J Neurophysiol. 2013 Jan;109(2):429-36. 

3. Toba S, Hirotsune S, et al., Post-natal treatment by a blood-brain-barrier permeable calpain 

inhibitor, SNJ1945 rescued defective function in lissencephaly. Sci Rep. 2013;3:1224. 

4. Yamada M, Hirotsune S, et al., Inhibition of calpain increases LIS1 expression and partially 

rescues in vivo phenotypes in a mouse model of lissencephaly. Nat Med. 2009 Oct;15(10):1202-7. 
 

＜関連する知的財産権＞ 

あり 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/biochem2/ 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 なし 

キーワード ハプロ不全、低分子化合物、遺伝子疾患治療 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/biochem2/


 
シーズ名 

インビトロ神経細胞遊走活性測定による関連疾患の判定と創薬ス

クリーニングへの応用 

氏名・所属・役職 山田 雅巳・医学研究科 細胞機能制御学・准教授 

＜概要＞ 

滑脳症は、発生初期のヒト脳に於ける神経細胞遊

走の障害に起因する代表的な先天性神経疾患のひ

とつである。臨床症状としては、重度の精神発達遅

滞、運動失調、てんかんなどで、対症療法を除外す

れば、根本的な治療方法は未だ確立されていない。 

 私たちは、滑脳症の責任遺伝子のひとつである

Lis1 遺伝子の機能に着目して研究を行ってきた。

これまでに、インビトロ神経細胞遊走活性の評価系

を確立し、滑脳症疾患モデルでもある Lis1 遺伝子

ヘテロ欠損マウス由来の神経細胞遊走活性が野生

型(正常)と比較して、顕著に低下していることを明

らかにした。具体的には、それぞれの幼若マウスの

小脳から採取した顆粒細胞を用いて、凝集塊を形成

させて培養し、神経細胞の移動度を測定・解析した

(右図参照)。さらに今回、本技術を改良することで、

神経細胞遊走活性の回復あるいは改善を指標とした創薬スクリーニングへの応用ができるようになっ

た。実際に、私たちは、タンパク質分解酵素のひとつであるカルパインが LIS1 を分解することを独自

に発見し、カルパインに対して阻害活性を有する低分子化合物を滑脳症の有力な治療薬候補としてスク

リーニングすることができた。 また、本技術は、滑脳症のみならず、様々な責任遺伝子に起因する関

連神経疾患に対する薬剤スクリーニングへの応用も大いに期待できる。 
 

＜アピールポイント＞ 

 本インビトロ神経細胞遊走活性測定法は、その高い再現性と簡便性から、中枢神経系の形成異常を伴

う関連疾患の判定方法と創薬探索に有用であると共に、責任遺伝子の網羅的スクリーニングへの応用も

期待できる。 

＜利用・用途・応用分野＞ 

・滑脳症治療薬としてのカルパイン阻害薬(低分子化合物)の探索 

・神経細胞遊走障害を伴う先天性神経疾患に対する治療薬の探索 

・神経細胞遊走障害に起因する遺伝子の網羅的解析 
 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

1. 神経細胞の遊走障害を伴う疾患の判定方法（特願 2013-20620） 

2. Yamada et al., Nature Medicine (article) 15(10):1202-1207, 2009 

3. Toba et al., Scientific Reports(article) doi:10.1038/srep 01224, 2013 

4. 山田雅巳,カルパイン阻害薬の in vitro神経細胞遊走活性による探索 

    科学技術振興機構(JST)・新技術説明会 優良シーズ発表会,2013 

5. 山田雅巳,インビトロ神経細胞遊走活性を指標とした新規創薬探索 

    科学技術振興機構(JST)・新技術説明会,2014 

＜関連するＵＲＬ＞ 

 http://www.med.osaka-cu.ac.jp/biochem2/ 
 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 なし 

キーワード 
神経細胞遊走、先天性神経疾患、細胞内物質輸送、カルパイン、LIS1、タンパク質分解

酵素、微小管モータータンパク質、細胞質ダイニン、滑脳症 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/biochem2/


神経細胞のシヌクレインファミリーの動態の解析 

 

シーズ名 
パーキンソン病関連タンパク質シヌクレインによる微小管制御機

構に着目したパーキンソン病治療の新戦略 

氏名・所属・役職 鳥羽 栞・医学研究科 細胞機能制御学・助教 

＜概要＞ 

アルファシヌクレインは家族性パーキンソン病の原因遺伝子として同定されたが、生理的な機能は不

明な点が多い。我々はアルファシヌクレインをはじめ他のシヌクレインファミリータンパンク質が微小

管の制御因子として機能し、微小管を安定化させる機能があることを明らかにした。本シーズではアル

ファシヌクレインが微小管と結合する制御機構を明らかにし、パーキンソン病発症の分子機構を利用し

て、疾病治療薬の開発基盤を提供したい。 
 

これまでシヌクレインファミリー

の細胞内での動態は解析されてい

なかった。そこで我々は蛍光標識

したシヌクレインファミリータン

パク質を後根神経節細胞に発現さ

せその動態を神経突起内で解析し

た（右図）。シヌクレインファミリ

ータンパク質は後根神経節細胞内

では顆粒状に存在しており、かつ

神経突起内をダイナミックに移動

していることが分かった。さらに

リン酸化変異体(phosphor-S129)

や家族性パーキンソン病に見られ

る E46K の変異体では細胞核周辺

に大きな凝集塊を形成し、ほとんど動いていないことが分かった。これらのデータはシヌクレインファ

ミリータンパク質が従来の微小管結合タンパク質（MAPS）と異なり極めて可動性の高い微小管と結合し

ており、かつ安定的に運搬されていることを示している。 
 

＜アピールポイント＞ 

これまでシヌクレインファミリーの細胞内での動態は解析されていなかった。我々が得たデータはシ

ヌクレインファミリータンパク質の細胞内での細胞内輸送制御という新しい機能を提案するものであ

る。本機能に着目した薬理研究につなげていけば、新しい神経変性疾患の治療戦略につながる可能性が

ある。 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

治験、治療、製薬 
 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

（学会発表） 

微小管結合タンパク質シヌクレインは細胞質ダイニンを細胞辺縁部に運ぶ機能を持つ輸送性微小管

の形成に必須である、第５２回日本生物物理学会 一般発表、2014年 
 

＜関連するＵＲＬ＞ 

 http://www.med.osaka-cu.ac.jp/biochem2/ 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

基礎医学研究から臨床研究につながる薬剤開発のノウハウ 

キーワード パーキンソン病、神経変性疾患、微小管 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/biochem2/


 
シーズ名 野生哺乳類の遺伝子資源 

氏名・所属・役職 原田 正史・医学研究科 実験動物学・准教授 

＜概要＞ 

野生哺乳類の遺伝子資源として、日本、中国、韓国、ベトナムなどで採集した個体から、培養細胞お

よび DNAサンプルを保存している。動物種はモグラ類、コウモリ類、ネズミ類をはじめ、大型哺乳類な

ど数百種になる。現在、種の多様性保護のため、諸外国での採集が困難になる状況において、これらの

サンプルはたいへん貴重なものと考えられる。 
 

＜アピールポイント＞ 

野生由来の各種哺乳類について、DNA サンプルをアルコール固定、また培養細胞を液体窒素タンクに

おいて保存している。 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

・各種哺乳類の遺伝子構造の比較などに利用 

・発生工学的研究における各種哺乳類の DNA供給 
 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

1. A cryptic species of the Tylonycteris pachypus complex (Chiroptera: Vespertilionidae) and 

its population genetic structure in Southern China and nearby regions. Int. Biol. Sci. 2014. 

10: 200-211.  

2. A mitochondrial phylogeny and biogeographical scenario for Asiatic water shrews of the genus 

Chimarrogale: Implications for taxonomy and low-latitude migration routes. PLOS one. 2013. 

8:1-15. 

3. Spatial and Temporal aspects of occurrence of Mogera species in the Japanese islands inferred 

from mitochondrial and nuclear gene sequences. Zoological Science 2013.30: 267-281. 

4. Morphometric variation in the pusillus group of the genus Rhinolophus (Mammalia : Chiroptera: 

Rhinolophidae) in East Asia. Zoological Science 2012. 29: 396-402. 

5. Molecular and physicochemical characterization of hemoglobin from the high-altitude 

Taiwanese brown-toothed shrew (Episoriculus fumidus). J. Comp. Physiol B. 2012. 182:821-829. 

6. New records of Kerivoula titania (Chiroptera: Vespertilionidae) from Hainan Island and 

Taiwan. Mammal Study 2012. 37: 69-72. 

7. Phylogenetic history of mustelid fauna in Taiwan inferred from mitochondrial genetic loci. 

Can. Zool. 2011. 89: 559-569. 

8. Karyotype of Harrison’s tube-nosed bat Murina harrisoni (Chiroptera: Vespertilionidae: 

Murinae) based on the second specimen recorded from Hainan Island, China. Mammal Study 35: 

277-279. 

9. Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 confirmed in Japan from morphology and mitochondrial DNA. 

Acta Chiropterologica 2010;12(2):463-470. 

10. A new subspecies of the least weasel Mustela nivalis (Mammalia, Carnivora) from Taiwan. Mammal 

Study 2010; 35:191-200. 

11. Taxomomy of Rhinolophus yunanensis Dobson, 1872 (Chiroptera: Rhinolophidae) with a 

description of a new species from Thailand. Acta Chiropterologica, 2009; 11: 237-246. 
 

＜関連するＵＲＬ＞ 

 http://www.med.osaka-cu.ac.jp/mammal/ 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

多数の野生哺乳類の DNAサンプルおよび培養細胞を液体窒素タンクにおいて保存している。研究のた

め、野生哺乳類のこれらのサンプルを使いたい方は連絡をください。 

キーワード 野生哺乳類、遺伝子資源、培養細胞、DNAサンプル 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/mammal/


 
シーズ名 

ヒトおよび動物発がんにおける治療標的分子の同定、発がんリス

ク評価および癌幹細胞の性状解析 

氏名・所属・役職 梯 アンナ・医学研究科 分子病理学・講師 

＜概要＞ 

化学物質の発がんリスク評価のための動物実験では、現在長期発がん性試験の代替法が模索されてい

るところである。短期に発がん病変を評価するためには、腫瘍に至る前がん病変を検索するのが最良で

ある。しかしながら、前がん病変と目される病変は組織学的に評価が困難な場合もあれば、すべてのこ

れらの前がん病変と考えられる病変が腫瘍になるとは限らない。現在、ラットの肝発がんにおける発が

ん性試験では、GST-P 陽性細胞巣が前がん病変マーカーとして知られている。今の研究では肝臓凍結及

びホルマリン固定標本を用いて、肝臓癌の hematoxylin染色または免疫染色を行い、ニードルとレーザ

ーキャプチャー・マイクロダイセクション法を用いて、ヒトの hepatitis C virus (HCV)陽性及び

non-alcoholic steatohepatitis (NASH)由来肝臓癌、マウス及びラットの変異細胞巣及び腫瘍を切り出

し、プロテオーム解析を比較しながら蛋白・ペプチド発現解析を行っている。さらに、iTRAQ 試薬を応

用することにより、蛋白の同定及び相対定量解析が可能となり、肝前がん病変、肝臓腫瘍及び癌幹細胞

の新たなバイオマーカーの検索を行っている。 

 
 

 
 

＜アピールポイント＞ 

1．短期発がん性リスク評価システムの確立 

2．発がんリスク評価のための新規がんマーカーの開発 

3．ヒト新規がんマーカーの発見・がん診断薬開発 

4．癌幹細胞の性状解析と治療標的分子の同定 
 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

1. Kakehashi A. et al. Cytokeratin 8/18 as a new marker of mouse liver preneoplastic lesions. 

Toxicol Appl Pharmacol, 242:47-55, 2010. 

2. Kakehashi A. et al. Mitochondrial prohibitins and septin 9 are implicated in the onset of 

rat hepatocarcinogenesis. Toxicological Sci, 119:61-72, 2011. 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

癌の分類、診断、早期癌発見、予後、治療反応性、個別化治療の実現、 

新規分子医薬品の開発、癌幹細胞 
 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pathology/ 
 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 分子病理学、化学発がん、発癌機構、癌予防 

キーワード 発がん、発がんリスク評価、プロテオーミクス、癌幹細胞 

 

図 2. マイクロダイセクション法、

QSTAR Elite LC-MS/MS 解析 

図 1. B6C3F1マウスの肝臓における

CK8/18の免疫組織染色 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pathology/


 

シーズ名 多彩な細胞運命決定の鍵となる STAT3活性を制御する技術の開発 

氏名・所属・役職 中嶋 弘一・医学研究科 免疫制御学・教授 

＜概要＞ 

免疫系、造血系、神経系などの細胞は多くの外部刺激に対して様々に応答する。サイトカインという

細胞外因子に対する応答では、JAK-STAT系が重要であり、STATファミリー中でも STAT3 は増殖、老化、

分化や細胞がん化に重要な働きをする。STAT3 は刺激を受けない時には細胞質にあり、刺激後活性化さ

れ核に入って遺伝子発現に働く。細胞の状況により、図のような多彩な役割を示すが、主な制御点はチ

ロシンリン酸化であることが分かってきた。 

 
◇ がんや免疫不全で見つかる STAT3 変異体を多数解析した結果、ほとんどは STAT3 の２量体形成に必

須な 705チロシンの脱リン酸化の受けやすさに違いが生じていることが分かってきた。 

 この発見をもとに、STAT3活性を速やかになくす制御薬の開発を目指す。 

◇ STAT3の機能解析には、STAT3 発現を約２０分の１程度まで低下させた HepG2-Stat3 ノックダウ

ン細胞株と新たに樹立した Stat3ノックアウト細胞株、Stat3活性を容易に測定できる Stat3応

答レポーターを組み込んだ細胞を用いることができる。 

◇ レンチウイルス遺伝子ノックダウンライブラリーや CRISPR CAS9 とガイド RNA を用いたレンチ

ウイルスライブラリーでのノックアウト法により、膜から STAT3による転写にいたる分子群を同

定できる系を開発している。 
 

＜アピールポイント＞ 

膜から核に至るシグナルにおける制御ポイントを発見し、そのポイントに対する制御薬を開発すると

いう方法と、細胞を用いたスクリーニング系の開発を行っている。レンチウイルスベクターを用いた遺

伝子ノックダウンと遺伝子編集技術を用いる。IL-6だけでなくアレルギーに関係するサイトカイン作用

の解明と制御法開発への応用も可能と思われる。STAT3活性の制御点の理解の元に制御法開発を行う。 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

シグナル伝達系の新規阻害剤の開発を期待しうる。STAT3 の持続的活性化が関与する間接リューマチ

をはじめとする慢性炎症性疾患やある種のがんに対する治療剤となりうる。 
 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

1. 中嶋弘一、小島裕正. JAK-STAT の標準経路と非標準経路モデル. 医学のあゆみ 2010; 

234(5): 325-330 

2. Kojima H, Inoue T, Kunimoto H, and Nakajima K. IL-6-STAT3 signaling and premature senescence. 

JAK-STAT 2013; e25763-1-9. 
 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/immune/ 
 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 なし 

キーワード サイトカイン作用、STAT3、新規作用点、阻害剤、創薬、スクリーニング系 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/immune/


 

シーズ名 正常繊維芽細胞を用いた生理活性物質評価系の構築 

氏名・所属・役職 小島 裕正・医学研究科 免疫制御学・講師 

＜概要＞ 

生理活性物質であるサイトカインの機能解析の一環として、正常細胞であるヒト繊維芽細胞を用いて

細胞の増殖・分化･老化・細胞死といった表現型への解析を進め、無限増殖性の培養株化細胞との違い

を明かにしてきた。 

その過程で正常細胞をサイトカインで刺激した際にどのような細胞内情報伝達系が動き、表現型発現

に関わるかを解析するために、ルシフェラーゼなどのレポーター遺伝子、キメラ型受容体、酵素、RNA

干渉法のための遺伝子等の導入を行ってきた。 

正常細胞は株化培養細胞に比べ、有限増殖のため使用に耐えうる使用期間は限られており、短期間で

全ての細胞に遺伝子を導入できる遺伝子導入法が望ましい。そのためにレンチウィルスベクターを用い

た遺伝子導入系を適用し、正常繊維芽細胞に適した条件の検討を整備してきた。 

 

＜アピールポイント＞ 

レンチウィルスを用いた系は企業でも導入例はあるものの、自前で系を整備・実施するまでは労力が

かかる場合が想定される。 

当施設でレンチウィルスベクター導入系を用いて樹立されたアッセイ用の細胞は、安全性の点で搬出

が可能である。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

レンチウィルスベクター系は正常繊維芽細胞等以外に、角化細胞、血管内皮細胞、血液・免疫系細胞

等の各種の初代・非株化細胞にも適用が可能である。 

サイトカインのような生理活性物質だけではなく、天然物・合成物、機能性食品素材・化粧品原料の

機能性評価系において、例えば、抗酸化、DNA 修復、コラーゲン産生等に関わる細胞内情報伝達系に関

わる経路の観察が可能なアッセイ系が構築可能となる。 

アッセイ用の細胞の利用により 

①�  新規物のスクリーニング系の構築、 

②�  現有資産の用途拡大による新たな市場の開拓、 

③�  詳細な作用機序の提供による競合品との差別化・販売促進 

等が想定される。 

 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

Kojima H et al.. The STAT3-IGFBP5 axis is critical for IL-6/gp130-induced premature 

senescence in human fibroblasts. Cell Cycle. 11:730-739. 2012 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/immune/ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

なし 

 

キーワード 生理活性物質、正常繊維芽細胞、アッセイ系構築 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/immune/


 
シーズ名 認知症予防薬・治療薬の開発 

氏名・所属・役職 富山 貴美・医学研究科 脳神経科学・准教授 

＜概要＞ 

 認知症の代表的疾患であるアルツハイマー病の脳には、アミロイドβ（Aβ）というペプチドが細胞

外にたまってできる「老人斑」と、タウというタンパク質が過剰にリン酸化され細胞内にたまってでき

る「神経原線維変化」という２つの病理変化が現れる（下左図）。これまでは主に抗 Aβ薬の開発が先行

していたが、最近ではタウを標的とする薬の開発も始まっている。抗 Aβ薬の標的も、不溶性の線維状

凝集体から可溶性のオリゴマーへと、より発症機構に基づいたものへと変化してきている。 

我々は、家族性アルツハイマー病患者から、老人斑を形成せず、Aβオリゴマーだけを蓄積する新し

い遺伝子変異を同定した。この変異を持つモデルマウスを作製し、記憶障害を始めとするアルツハイマ

ー病の様々な病理が Aβオリゴマーだけで発症することを証明した。現在、このマウスを用いて、Aβオ

リゴマーを標的とする予防薬・治療薬の開発研究を行っている。我々はまた、神経原線維変化を形成す

るタウのモデルマウスを作製し、このマウスを用いて、タウのどのリン酸化が病気の発症・進行に重要

かを突き止めた。そのリン酸化部位に特異的な新しいマウスモノクローナル抗体を作製し、マウスに受

動免疫して、その治療効果を確認した（下右図）。現在、この抗体のヒト化を進めており、近い将来、

臨床試験に入りたいと考えている。 

    

＜アピールポイント＞ 

我々が開発した動物モデルや抗体は、今後も増加し続ける認知症疾患の予防薬・治療薬の開発におい

て、有用なツールおよびシーズになると思われる。 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

医薬品、機能性食品 
 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

1. 出願番号：PCT/JP2014/53555 発明の名称：ノックインマウス 

2. Umeda et al. Neurofibrillary tangle formation by introducing wild-type human tau into APP 

transgenic mice. Acta Neuropathol. 2014, 127, 685-698. 

3. Umeda et al. Passive immunotherapy of tauopathy targeting pSer413-tau: a pilot study in mice. 

Ann Clin Transl Neurol. 2015, DOI:10.1002/acn3.171. 
 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/Neurosci/  http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/news/2014/6ieoyy 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

モデル動物の共同開発、認知症予防薬・治療薬の共同開発 

キーワード アルツハイマー病、神経変性疾患、認知症、モデル動物、Aβオリゴマー、タウ、抗体 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/Neurosci/
http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/news/2014/6ieoyy


 

シーズ名 
マウス ES細胞を用いたモデルマウス作成と、DNA修復遺伝子を用

いた癌治療増感と環境影響の解析 

氏名・所属・役職 森田 隆・医学研究科 遺伝子制御学・教授 

＜概要＞ 

哺乳動物の組換え遺伝子は、DNA の損傷を正確に組換えにより修復することができる。癌細胞におい

ては、この機能を抑制することにより、放射線や抗がん剤の感受性を高め、低線量、低用量で同じ治療

効果を期待でき、患者さんの QOLを高めることも可能である。このような薬剤として修復遺伝子の発現

を抑制する siRNAの効果を明らかにし、特許を取得した。 

 

＜アピールポイント＞ 

これまで、マウス ES 細胞を遺伝子改変マウスを作成する材料として用いてきたが、これからは、国

際宇宙ステーションに打ち上げて、宇宙放射線の感受性を検出し、宇宙での長期有人宇宙飛行への安全

性の指標の作成を試みている。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

・ES細胞を利用した発生工学分野 

・組換え機能による放射線影響の解析 

・組換えに関与した生殖機能の解析 

 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

1. 特許第 3509886号 相同組換反応に関与するマウス遺伝子 

出願人：森田 隆 

発明者：森田 隆、松代 愛三 

2. 特許第 4526228号 RNAiによる新規治療法および治療剤 

出願人：森田 隆 

発明者：森田 隆、吉田 佳世 

3. 特願 2008-221841 サイトグロビン遺伝子の機能が欠損している非ヒト疾患モデル動物 

   出願人：河田 則文、森田 隆 

発明者：河田 則文、志賀 亮、森田 隆、吉田 佳世、吉里 勝利 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/molecular-genetics/ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 なし 

 

キーワード 胚性幹細胞、宇宙放射線、環境、DNA切断、DNA修復 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/molecular-genetics/


 

シーズ名 認知機能低下の血清バイオマーカー探索用データベース 

氏名・所属・役職 庄司 哲雄・医学研究科 老年血管病態学・准教授 

＜概要＞ 

超高齢化が進むわが国において、認知症はますます重

要度の増す病気である。認知症予防のためには、ある時

点での認知機能を決定する因子ではなく、今後の経年的

な認知機能低下を予測する因子（危険因子）を同定する

ことが大切である。そのためには、認知機能を経年的に

繰り返し測定し、その低下の様子を予測する研究が必要

となる。 

透析患者を含む慢性腎臓病（CKD）患者では、健常者

に比較して、認知機能が低下していること、およびその

低下速度がはやいことが報告されており、認知機能研究

が望まれ、また結果が早く得られると見込まれる対象集

団である。 

本シーズは、特定のバイオマーカーではなく、バイオマーカーを探索するためのデータベースであり、

維持血液透析患者 1697人からなる Osaka Dialysis Complication Study (ODCS)というコホートで、2012

年度に採血した血清が-80℃で保存されている。2012 年以降 5 年間、毎年認知機能を検査する計画であ

り、2012年度は 1200人以上の患者さんの認知機能が記録されている。 

 

＜アピールポイント＞ 

 認知機能は、日本で普及している長谷川式（HSD-R）、国際的にも利用されている MMSE、3MSの３通り

で点数化されている。その他のデータとしては、年齢、性別、透析年数、腎不全の原疾患、透析条件、

既往歴、主なラボデータ、定期処方リストなどがある。心血管疾患、骨折、感染症入院などのアウトカ

ムも同時に記録しているので、それらの発症を予測するモデルも構築できる。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

・認知機能低下リスクのスコア化 

・認知機能低下予測バイオマーカーの探索 

 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

庄司哲雄、他「慢性腎臓病・透析患者における認知機能低下」第 33回日本認知症学会学術集会 シン

ポジウム 5、横浜、2014/11/29 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

UMIN-CTR「透析患者における認知障害の実態と心血管疾患・日常生活活動度との関連」Osaka Dialysis 

Complication Study (ODCS), 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summa

ry&recptno=R000008813&language=J 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

なし 

 

キーワード 認知症、認知機能、予測モデル、バイオマーカー、慢性腎臓病、透析 

 

https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000008813&language=J
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/ctr.cgi?function=brows&action=brows&type=summary&recptno=R000008813&language=J


 
シーズ名 

スキルス胃がんの増殖・転移シグナルを標的とした分子標的治療薬

のアッセイ技術 

氏名・所属・役職 八代 正和・医学研究科 老年腫瘍病態学・准教授 

＜概要＞ 

胃癌は本邦悪性新生物の死亡率 2 位で、罹患率や悪性度が高い。なかでも、胃癌の約 10%を占めるス

キルス胃癌は急速広範に増殖浸潤し、腹膜転移やリンパ節転移が多く、極めて予後不良である。このよ

うにスキルス胃癌は難治性であり、有効な治療薬の開発は進んでいない。スキルス胃癌は分子生物学的

に特徴的な病態を呈することから、その特徴に基づいた創薬が期待される。我々は、スキルス胃癌治療

薬の効果を評価するためのアッセイ系を開発した。この胃癌モデルを用いて創薬の共同研究を行いた

い。 

スキルス胃癌モデル 

 

 

                                          胃癌腹膜転移モデル 

                                   
＜アピールポイント＞ 

1. 国内外において、スキルス胃癌細胞株や、スキルス胃癌治療評価モデルは極めて少ない。 

2. 我々の胃癌モデルは胃腫瘍およびリンパ節・腹膜転移の両方の検討が可能で、他に類を見ない

貴重なモデルである。 

3. 細胞株を用いて in vivoのみならず、in vitroの効果検討も可能 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

1. スキルス胃癌モデル作成のノウハウ（胃腫瘍、腹膜転移、リンパ節転移、皮下腫瘍） 

2. スキルス胃癌を用いた阻害剤の効果評価（in vivo, in vitro) 
 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

（知的財産権） 

WO2007/088651 TGFβシグナル阻害剤と抗腫瘍剤の組み合せ使用 

（文献） 
1. Yashiro M, et al. A c-Met inhibitor increases the chemosensitivity of cancer stem cells to 

the irinotecan in gastric carcinoma. Br J Cancer. (2013), 109, (2619-28). 
2. Yashiro M, et al. An EGFR inhibitor enhances the efficacy of SN38, an active metabolite of 

irinotecan, in SN38-refractory gastric carcinoma cells. Br J Cancer, 105(10):1522-1532, 
2011. 

3. Nakamura K, Yashiro M, et al: A novel molecular targeting compound as K-samII/FGF-R2 
phosphorylation inhibitor, Ki23057, for Scirrhous gastric cancer. Gastroenterology, 
131(5):1530-1541, 2006. 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/relation/geriatric_oncology.html 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 分子標的化合物の合成技術 

キーワード 胃癌、スキルス胃癌マウスモデル、分子標的治療、前臨床試験 

 

胃腫

瘍 

転移リンパ

節 
 

  

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/relation/geriatric_oncology.html


 

シーズ名 プロスタグランジン D2 合成酵素活性を用いた癌治療薬の開発 

氏名・所属・役職 八代 正和・医学研究科 老年腫瘍病態学・准教授 

＜概要＞ 

胃癌は本邦悪性新生物の死亡率 2位で、罹患率や悪性度が高いが、有効な治療薬の開発は進んでいな

い。プロスタグランジン(PG)は、腫瘍細胞の増殖に影響を及ぼすことが知られている。PGD2 には胃癌細

胞の増殖を抑制することが報告されており、PGD2による胃癌治療効果が期待されるが、その不安定のた

め臨床応用が困難であった。しかし、PGD2 合成酵素を使用することにより、内因性の PGD2 産生を促進

し、消化器癌細胞の増殖を抑制できることを見出した。一方でこの PGD2 合成酵素活性や特異性の高い

化合物の合成は不十分な現状にある。そこでこの PGD2 合成酵素を臨床応用するために、活性や特異性

の高い化合物を精製しその有効性についての前臨床試験を共同研究として行いたい。 

 
 

＜アピールポイント＞ 

1. 国内外において、PGD2合成酵素の臨床薬は認めない独創性の高い創薬になる。 

2. 我々は胃癌マウスモデルを有しているため、化合物の効果のアッセイが可能である。 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

1. 胃癌の新規分子標的薬となる。 

2. 胃癌モデルを用いた阻害剤の効果評価（in vivo, in vitro) 
 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

（知的財産権） 

特願 2013-268465 プロスタグランジン D2合成酵素を利用した消化器癌治療剤 
（文献） 

Fukuoka T, Yashiro M, Kinoshita H, Morisaki T, Hasegawa T, Hirakawa T, Aomatsu N, Takeda H, 
Maruyama T, Hirakawa K. Prostaglandin D synthase is a potential novel therapeutic agent for 
the treatment of gastric carcinomas expressing PPARγ. Int J Cancer. 2015 (in press).  

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/relation/geriatric_oncology.html 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 合成酵素の創薬など薬品合成技術 

キーワード 胃癌、プロスタグランジン D2合成酵素、分子標的創薬、前臨床試験 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/relation/geriatric_oncology.html


 
シーズ名 脂肪性肝炎・肝硬変を生じるウサギモデル 

氏名・所属・役職 河田 則文・医学研究科 肝胆膵病態内科学・教授 

＜概要＞ 

飽食と運動不足の近代社会においては、メタボリック症候群に関連し、内臓脂肪蓄積症の一つの表現

型である脂肪肝患者が急増している。糖尿病にしても、高脂質血症にしても、最終的には患者さんの肝

臓が障害を受けて脂肪肝となり、その後、脂肪性肝炎・肝硬変で亡くなることが分ってきた。それにも

関わらず、適当な動物モデルが現在ないため、メタボリ

ック症候群による肝臓病を治療したり、予防する薬を開

発し・スクリーニングすることは現在では不可能であ

る。私達の研究室では、動脈硬化症モデルとして使われ

ていたウサギモデルを改良して、高コレステロール・高

脂肪食を食べさせるだけでウサギに脂肪肝、脂肪性肝

炎、肝硬変をつくることに成功した。このモデルは、腹

部大動脈には粥状硬化症がみられ、耐糖能異常もあり、

まさにヒトの病態と似ている。 

 右の図は、正常のウサギの肝臓（左）と高脂肪食を食

べさせたウサギの肝臓（右）を示している。肝臓が白色

化していることで、脂肪肝になっていることがわかる。 
 

＜アピールポイント＞ 

このモデルは、アミノ酸欠乏食を食べさせたり、遺伝子改変で肝障害を起こすのとは異なり、正常食

に高コレステロール・高脂肪食を混ぜるだけでできる。従って、飽食によるヒトのメタボリック症候群

と似ており、ウサギさえ手に入れば簡単に作成可能である。 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

メタボリック症候群に関係する糖尿病や高コレステロール血症の薬は多数あるが、それらが脂肪性肝

炎にも効果があるかどうかはわかっていない。新しい薬の開発、健康食品の効果のスクリーニングに利

用できる。 
 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

（知的財産権） 

1. 特許第 5676892号 サイトグロビン遺伝子ノックアウト非ヒト癌モデル動物 

2. 特許第 5645357号 サイトグロビン遺伝子の機能が欠損している非ヒト疾患モデル動物 

3. 特願 2010-281254 肝線維症の存在及び/又は肝線維症の重症度の判定方法、判定マーカー、判定用

キット、肝線維症の治療の効果予測方法、効果予測マーカー、並びに効果予測用キット 

（論文） 

1. Ogawa T1, Fujii H, Yoshizato K, Kawada N. A human-type nonalcoholic steatohepatitis model 

with advanced fibrosis in rabbits. Am J Pathol. 2010 Jul;177(1):153-65. 

2. Kawada N, et al. Erythrophagocytosis by Liver Macrophages (Kupffer Cells) Promotes Oxidative 

Stress, Inflammation, and Fibrosis in a Rabbit Model of Steatohepatitis. Am J Pathol. 2007 

Mar; 170(3): 967–980. 

 3. Fujii H, Kawada N. Inflammation and fibrogenesis in steatohepatitis. J Gastroenterol. 2012 

Mar;47(3):215-25. 

 4. 音川公治, 河田則文. 病態モデル 新しい NASH 動物モデル―動脈硬化症モデルの NASH 研究への応

用―. 日本臨床 64(6), 1043-1047. 2006.06.01 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/liver/ 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

なし 

キーワード メタボリック症候群、脂肪肝、肝硬変、飽食 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/liver/


 

シーズ名 慢性肝疾患における新規肝線維化マーカーの開発 

氏名・所属・役職 榎本 大・医学研究科 肝胆膵病態内科学・准教授 

＜概要＞ 

我が国にはウイルス性肝炎、アルコール性、非アルコール性脂肪性肝炎など 500万人以上の慢性肝疾

患患者が存在する。その病因の如何に関わらず慢性肝炎から肝硬変へ至る肝線維化の進展過程は肝癌の

発生母地となるが、人口動態統計にみる肝癌による死亡は約 30,000 人と悪性新生物の中では肺癌、胃

癌、大腸癌に次いで第 4 位、肝癌を除いた肝硬変など「肝疾患」による死亡も約 18,000 人と全死因の

第 9位を占めている。慢性肝疾患の制御は公衆衛生上も大変重要な国民的健康問題である。 

肝線維化病期の判定は臨床的に重要であるが、これまで肝線維症の診断は侵襲的な肝生検に依存して

きた。肝生検には出血等の合併症の可能性もあるため反復検査は不可能である。そこで肝線維症の存在

やその重症度を簡易に判定するための簡易検査法の研究開発は、非常に重要で社会的ニーズも高く、大

きな市場が見込める。我々は、高感度で非侵襲的な肝線維症の存在及び重症度の診断マーカー、診断用

キット、さらには肝癌バイオマーカーの開発を目指す。 

 

＜アピールポイント＞ 

我々のグループでは肝線維化の分子機構について継続的に研究を行ってきたが、最近ではマイクロ

RNA (miRNA)に着目し成果をあげている。例えば C 型慢性肝炎による肝線維化進展過程において miRNA

が深く関係し、特に miR-222 がその中心的役割を果たしていることを見いだした。miRNA は、細胞内に

存在する 20～30塩基程度の１本鎖 RNAであり、相補的なメッセンジャーRNAの翻訳の抑制や分解を引き

起こすことにより、種々の遺伝子発現を制御する。また、miRNA は血中ではエクソソームと呼ばれる脂

質膜を持った 100nm の小胞体内において、RNase からの分解を免れ安定した状態で存在するので、バイ

オマーカーとして利用できる可能性がある。大阪市立大学医学部附属病院には月に約 2,000 名の肝疾患

患者が通院中であり、肝生検も同意の下にルーティンに行われているので、基礎研究データを直ちに臨

床的に検討できる点で優位である。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

血清バイオマーカーなど非侵襲的な方法で肝線維化を診断することが出来れば、以下の利用・用途・

応用分野が考えられ、臨床的に重要な課題である。 

① 非侵襲的に肝線維化を診断することが出来れば、反復して検査することが可能となり、治療によ

る肝線維化改善効果を判定することが出来る。 

② 日常臨床上の利用のみならず、検診等においてのスクリーニング目的でも利用可能かもしれない。 

③ 肝線維化の分子機構を解明することは、究極的には抗線維化治療の開発に繋がる可能性がある。 

 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

1. 特願 2010-281254：肝線維症の存在及び/又は肝線維症の重症度の判定方法、判定マーカー、判

定用キット、肝線維症の治療の効果予測方法、効果予測マーカー、並びに効果予測用キット 

2. Ogawa T, Enomoto M, Fujii H, Sekiya Y, Yoshizato K, Ikeda K, Kawada N. MicroRNA-221/222 

upregulation indicates the activation of stellate cells and the  progression of liver 

fibrosis. Gut 2012 Nov;61(11):1600-9. Epub 2012 Jan 20. PubMed PMID: 22267590. 
 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/syoukaki/hepatology/index.html 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 なし 

キーワード 慢性肝疾患、マイクロ RNA、バイオマーカー 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/syoukaki/hepatology/index.html


 

シーズ名 in silico screening による創薬 

氏名・所属・役職 村上 善基・医学研究科 肝胆膵病態内科学・准教授 

＜概要＞ 

現在慢性 B 型肝炎の治療はインターフェロンと逆転写酵素阻害剤の核酸アナログが使用されている。前者

は著効するとウイルスは排除できるが奏功率が低い、後者は副作用発現が少なくウイルス血症を改善できる

が使用が長期にわたることが問題である。そのため安全で短期間でウイルスの排除が可能である薬剤の開発

が望まれている。今回我々は HBV（B型肝炎ウイルス）を対象に新規薬物候補のスクリーニングを行い、候補

物質を効率的に同定した。HBV は４種の遺伝子が存在しており、それをもとに作られたウイルス関連タンパ

クの立体構造をもとに機能阻害物質探索を in silico screening によって行った。薬剤候補になる低分子化

合物はドイツの AKOS社のバンクを利用した（約 1500 万化合物）、この中から既に HIVなどの使用はなく、日

本でも安価に手に入るものを基準に選択し、細胞実験で HBV の複製の程度で薬効を評価した。その結果２種

の核酸アナログ製剤が候補物質として得られた。また coreタンパクの重合阻害物質として 4種の候補が細胞

毒性なく抗ウイルス活性を持っていることを明らかにした。 

 

＜アピールポイント＞ 

・タンパクの構造解析ができるものであれば創薬可能である。今回の場合 coreタンパク重合阻害剤は全く新

しい概念の薬剤である。 

・適切な in vitro 評価系があれば簡便にスクリーニングを行うことができる。 

・1500万程度の低分子化合物のデータベースを利用すると、複数の候補物質が選択できる。 

・スクリーニング費用は一薬剤約 5 万円程度で行うことができ、判定には 4 週間程度で行うことができる。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

抗ウイルス、抗がん、など疾患の原因タンパクがあきらかな疾患に対する阻害剤を作成することができる。 

 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

1. 村上善基、田守昭博、河田則文 HBV を標的とした direct antiviral agent (DAA)開発方法の試み 第

50 回日本肝臓学会総会 平成 26 年 5月 29 日 東京都 

2. Murakami Y, Iwadate M, Hayakawa M, Enomoto M, Tamori A, Kawada N, Y-h Taguchi, Umeyama H Attempt 

to development for direct acting antiviral agent. HBV 2014 HBV International Meeting 2014 Sep 

4, Los Angels CA 

3. Murakami Y, Hayakawa M, Yano Y, Tanahashi T, Enomoto M, Tamori A, Kawada N, Iwadate M, Umeyama 

H. Discovering novel direct acting antiviral agents for HBV using in silico screening. Biochem 

Biophys Res Commun. 2015 Jan 2;456(1):20-8. 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://b-kan.jp/ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/liver/ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

・候補化合物の活性を改善させるなどを行う上で有機化合物の知識のサポート 

・前臨床試験を行う上で安価な in vivo実験系を開発 

キーワード HBV、低分子化合物、タンパク立体構造解析、抗ウイルス剤 

 

http://b-kan.jp/
http://www.med.osaka-cu.ac.jp/liver/


 

シーズ名 エクソソーム中マイクロ RNA(miRNA)を用いた慢性肝疾患診断方法 

氏名・所属・役職 村上 善基・医学研究科 肝胆膵病態内科学・准教授 

＜概要＞ 

現状の肝疾患の診断では、血液検査で肝臓が壊れていることがわかると、より精密な血液検査、腹部

エコーなどでその原因を調べる。さらに肝生検を行い病理組織学的に病気の種類を診断し進行度を評価

するので、手間がかかり、また、体を傷つけてしまう。今回開発した我々の方法では、エクソソームの

中に含まれる数種類のマイクロ RNAを測定するだけで、肝疾患のない人、B型慢性肝炎、C型慢性肝炎、

非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)を分類でき、さらに、病気の進み具合も評価できる。この検査方法は

簡便で、繰り返し行うことができるため、病気の診断だけではなく、治療効果の判定などにも応用でき

る。 

 
エクソソーム中のマイクロ RNAが診断材料として有用な理由と解析の簡単な流れ 

 

＜アピールポイント＞ 

血液検査で行うことが出来るため直接臓器の組織を取る場合比べ患者の侵襲が少なく、反復して検査

をすることが可能である。複数の検査を組み合わせて行うことに比べ一度で多くの情報が得られ、また

現在ウイルスに感染しているが発症していない状態であっても今後発症するか否かの予測をたてるこ

とができる。さらにこの方法は肝疾患以外の他の疾患にも応用可能である。 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

臨床医学では疾患の診断、治療効果予測、治療方法選択などの、新規バイオマーカー作成に有用であ

る。また、この情報をもとに核酸医薬創薬にも応用可能である。さらに、iPS、ES 細胞などの品質管理

など基礎医学に応用が可能である。 
 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

PCT/JP2013/054571テスト体液サンプルの分類方法 
 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/liver/ 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

なし 

キーワード 慢性肝疾患、マイクロ RNA、エクソソーム 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/liver/


 
シーズ名 超音波技術を用いた抗ウイルス治療後肝発がん予測法の開発 

氏名・所属・役職 打田 佐和子・医学研究科 肝胆膵病態内科学・講師 

＜概要＞ 

【背景】 

C 型肝炎に対するインターフェロン治療によってウイルスの排除に成功した症例では、肝硬変進展や

肝発癌が抑制されることが明らかになってきた。また、近年、インターフェロンを用いず、内服薬のみ

でウイルス排除が可能な治療法が開発され、肝癌予防の観点からも期待がもたれている。その一方で、

ウイルスが排除された症例においても経過観察中に肝癌を発症することが報告されている。しかしなが

ら、その原因およびどのような症例で発癌が起こりやすいのかなどについてはわかっておらず、現時点

では治療後も全症例を長期に経過観察する必要がある。 
 

【目的】 

超音波を用いて、肝発癌に結びつく背景肝組織の変化を明らかにし、それら変化を非侵襲的に、定量

的かつリアルタイムに診断・測定するツールを開発することを目的とする。さらに、そのツールを実用

化することで、肝癌の早期発見のみならず発癌を来す症例の予測が可能となり、癌診療への新たなアプ

ローチに貢献できると考えられる。 

   
 

＜アピールポイント＞ 

患者さんに対して侵襲の少ない超音波を用いて、発癌の予測や早期発見に利用できる検査法を開発す

ることを目標としている。 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

慢性肝疾患における肝発癌のメカニズムが解明できれば、今後の肝癌治療および予防法の開発に繋が

ることが期待される。また、超音波の診断能を評価・向上させることができれば、患者さんは侵襲の大

きい検査を受けなくても済むようになることが期待される。加えて、他臓器にも応用できる診断法が確

立できれば、将来的には肝癌だけでなく、他臓器の癌治療および予防にも繋がることが期待できる。 
 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

Kobayashi S, et al. Development of hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis 

C who had a sustained virological response to interferon therapy: a multicenter, retrospective 

cohort study of 1124 patients. Liver International 2007;27:186-91. 
 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/liver/ 
 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

なし 

キーワード 超音波検査、肝癌、発がん予測 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/liver/


 

シーズ名 炎症性腸疾患におけるバイオマーカーの開発 

氏名・所属・役職 山上 博一・医学研究科 消化器内科学・講師 

＜概要＞ 

 クローン病や潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患は厚生労働省による難治性疾患克服研究事業の対

象疾患であり大腸をはじめとする消化管に潰瘍やびらんなどの炎症を来す疾患である。 

 近年患者数は増加傾向にありクローン病は 3 万 7 千人、潰瘍性大腸炎では 15 万人を越えて増加し

ている。 

 環境因子、免疫異常、遺伝的素因、腸内細菌などがその病態に関与していると考えられているが明

らかではない。 

 炎症性腸疾患患者や健常者の糞便中の腸内細菌叢を検討することで疾患特異的な細菌叢や疾患活

動性と関連する腸内細菌叢について検討しバイオマーカー開発につなげることを目標とする。 

 

＜アピールポイント＞ 

ヒトを対象とした研究で実用化に直結する。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

炎症性腸疾患の活動性の評価、発病の原因を解明することで新規治療、予防治療への応用が見込まれ

る。 

 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

なし 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://osaka-cu-gastro.jp/gastroenterology/ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 なし 

 

キーワード 炎症性腸疾患、腸内細菌、バイオマーカー 

 

http://osaka-cu-gastro.jp/gastroenterology/


 

シーズ名 造血幹細胞研究 

氏名・所属・役職 日野 雅之・医学研究科 血液腫瘍制御学・教授 

＜概要＞ 

 血液腫瘍制御学では、以下のような造血幹細胞に関する基礎および臨床研究を行っている。 

・造血幹細胞の純化およびサイトカインを用いた血液細胞(正常機能を有する好中球)の増幅について

の基礎研究。 

・造血器腫瘍発症と免疫監視システム障害に関する基礎研究。 

・造血幹細胞移植推進拠点病院として骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植を用いた造血器悪性

腫瘍に対する治療法と造血幹細胞移植の安全性向上についての臨床研究。 

・ＨＬＡ半合致移植の導入により移植治療の適応拡大についての臨床研究。 

・移植合併症の克服を目指した臨床研究。 

・ドナーの安全性の研究。 

・無菌環境に関する研究。 

・中央臨床検査部に集まる検体の残余試料を用いた研究。 

 

＜アピールポイント＞ 

多数の臨床例を有しており、データを集積しやすく、また、19床の無菌室があり、無菌環境を題材と

した資材の開発も評価できる。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

細胞移植、製薬の評価、臨床検査機器開発および評価 

 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

 1. Matsuoka Y, Nakatsuka R, Sumide K, Kawamura H, Takahashi M, Fujioka T, Uemura Y, Asano H, 

Sasaki Y, Inoue M, Ogawa H, Takahashi T, Hino M, Sonoda Y. 

  Prospectively Isolated Human Bone marRow Cell-Derived MSCs Support Primitive Human 

CD34-Negative Hematopoietic Stem Cells 

 2. Nakane T, Tamura K, Hino M, Tamaki T, Yoshida I, Fukushima T, Tatsumi Y, Nakagawa Y, Hatanaka 

K, Takahashi T, Akiyama N, Tanimoto M, Ohyashiki K, Urabe A, Masaoka T, Kanamaru A; the Japan 

Febrile Neutropenia Study Group. 

   Cefozopran, meropenem, or imipenem-cilastatin compared with cefepime as empirical therapy 

in febrile neutropenic adult patients: A multicenter prospective randomized trial. 

J Infect Chemother. 2015 Jan;21(1):16-22 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

 http://www.med.osaka-cu.ac.jp/labmed/ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

なし 

 

キーワード 造血幹細胞、移植、再生医療、臨床検査、無菌環境 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/labmed/


 
シーズ名 甲状腺未分化癌治療薬の開発 

氏名・所属・役職 小野田 尚佳・医学研究科 腫瘍外科学・准教授 

＜概要＞ 

甲状腺未分化癌は、甲状腺癌のうちの 1-3％を占めるに過ぎない稀少疾患であるが、悪性度が極めて

高く、生存率の中央値は 4-6ヶ月と非常に致死率の高い難治性疾患でもある。既存治療法に抵抗性で、

現在有効な治療手段が発見されていないため、治療の体系化は進んでいない。 

癌治療薬の研究の中で細胞株を使用した基礎的検討は重要であるが、臨床的背景や基本的性質が明確

な細胞株は少ない。本研究室では、甲状腺未分化癌細胞 11 株を樹立、性質を明らかにするとともに、

抗癌剤耐性機構の解析、分子標的薬剤併用による耐性克服の可能性について基礎的研究を行っている。 

さらに、全国的研究体制を組織し、weekly paclitaxel のプロトコールを用いた世界初の未分化癌に

対する医師主導多施設共同臨床試験を行っている。 
 

＜アピールポイント＞ 

甲状腺未分化癌細胞 11 株は、各々ユニークであり、臨床経過や増殖に至る経路の遺伝子変異(EGFR, 

B-raf, N-ras, p53, PI3KCAなど)、既存の薬剤感受性(CDDP, doxorubicin, gemcitabine, paclitaxel, 

docetaxel)、血管上皮増殖因子・顆粒球コロニー刺激因子の分泌などが明らかになっている（*1）。治療

応用として、核内受容体 peroxisome proliferator-activated receptor gamma に対するリガンド

troglitazoneによる刺激（*2）や、上皮増殖因子受容体(Epidermal growth factor receptor: EGFR)のチ

ロシンキナーゼ活性を阻害する分子標的薬剤（TKI）gefitinib（*3）の抗腫瘍効果を確認してきた。さら

に、この薬剤耐性を克服する手法について mTOR阻害剤の可能性を検討した(Onoda N, et al. in press)。

現在、B-raf、MEK、VEGFRの TKI の効果を確認中である。 

小野田が研究代表者となり、2013 年 3 月から甲状腺未分化癌患者を対象として weekly paclitaxel

のプロトコールを用いた世界初の未分化癌に対する医師主導多施設共同臨床試験を実施している。全国

的研究体制を組織し、目標を 20％以上上回る症例数を確保できた。同組織は、TKIの国内治験にも活用

されているが、参加施設の質も高く、今後新たな臨床試験や付随研究を行う用意がある。 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

 培養がん細胞株を用いた基礎的研究、TKI の治療感受性・抵抗性因子に関する研究、TKI 適応のコン

パニオン診断、臨床試験受託 
 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

（知的財産権）なし 

（関連文献） 

1. Onoda N, et al. Establishment, characterization and comparison of seven authentic anaplastic 

thyroid cancer cell lines retaining clinical features of the original tumors. World J Surg 

2014;38(3):688-95. 

2. Chung SH, et al. Peroxisome proliferator-activated receptor gamma induces cell cycle arrest 

via the p53-independent pathway in human anaplastic thyroid cancer cells. Jpn J Cancer Res 

93: 1358-1365, 2002. 

3. Nobuhara Y, et al. Efficacy of epidermal growth factor receptor-targeted molecular therapy 

in anaplastic thyroid cancer cell lines. Br J Cancer. 2005;92(6):1110-6. 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/ 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

新規抗癌療法に使用できる可能性がある物質、TKI との併用が可能な抗がん物質、治療感受性・抵抗

性因子として有望な物質・検査法など 

キーワード 癌細胞株、甲状腺癌、甲状腺未分化癌、創薬、分子標的薬剤、薬剤耐性 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/


 
シーズ名 消化器癌所属リンパ節内の T細胞の分離と免疫細胞療法への応用 

氏名・所属・役職 田中 浩明・医学研究科 腫瘍外科学・講師 

＜概要＞ 

リンパ節転移は、癌における重要な予後因子である。本来、リンパ節は、抗原提示細胞が、ナイーブ

T 細胞に抗原を提示し、特異的エフェクターT 細胞を増殖させる組織である。癌に対する宿主の免疫反

応は証明されており、抗原特異的な細胞傷害性 T細胞（CTL）が、癌拒絶の中心的役割を担っている。 

 近年、癌免疫療法としては癌ワクチンなどの研究が進んでいるが、一方患者の末梢血から NK細胞や T

細胞をアフェレーシスにより分離し、抗原をパルスした後、再び患者血中に戻すいわゆる細胞療法の研

究も本邦でもいくつかの施設で行われている。 

 しかし、細胞療法は画期的な効果が証明されていないのが現状であり、その理由として、末梢血 T細

胞には、特異的 CTLが少なく、他に多様なサブセットが存在し、制御性 T細胞や、免疫抑制性分子を発

現した T細胞などのいわゆる免疫抑制に働く細胞群が CTLの機能を抑制すると考えられている。 

 われわれは、まず、癌特異的 CTLが多く存在すると考えられる消化器癌所属リンパ節から直接細胞を

サブセットに分離し、vitroで培養後に、投与する細胞療法を計画する。 

 

＜アピールポイント＞ 

新規癌免疫療法 
 

＜利用・用途・応用分野＞ 

癌に対する新規補助療法 
 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

Hazama S, Nakamura Y, Tanaka H, Hirakawa K, Tahara K, Shimizu R, Ozasa H, Etoh R, Sugiura F, 

Okuno K, Furuya T, Nishimura T, Sakata K, Yoshimatsu K, Takenouchi H, Tsunedomi R, Inoue Y, 

Kanekiyo S, Shindo Y, Suzuki N, Yoshino S, Shinozaki H, Kamiya A, Furukawa H, Yamanaka T, Fujita 

T, Kawakami Y, Oka M A phase ΙI study of five peptides combination with oxaliplatin-based 

chemotherapy as a first-line therapy for advanced colorectal cancer (FXV study). J Transl Med. 

30; 12:108. 2014 
 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/ 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

細胞培養の管理 

キーワード 癌、免疫療法 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/


 

シーズ名 
膵管内乳頭粘液性腫瘍におけるマイクロＲＮＡの発現のプロフ

ァイリング 

氏名・所属・役職 木村 健二郎・医学研究科 腫瘍外科学・講師 

＜概要＞ 

膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）は、腺腫から浸潤癌まで幅広い悪性度が存在し、多段階的に悪性度

が進展するといわれている。腺腫や非浸潤癌の IPMN の予後は良好であるが、浸潤癌まで進行すると

通常型膵癌と同様に予後は不良であり、癌および癌化のリスクが高いものが手術適応とされている。

他の消化器癌とは異なり生検は禁忌であり、手術適応の決定には画像診断が中心となる。典型例を除

き良悪性の術前診断は難しく、画像診断以外の診断的アプローチが必要である。われわれは、豊富な

切除症例をもとに IPMN におけるマイクロ RNA の発現のプロファイリングを行い、良悪性に特徴的な

マイクロ RNAの発現の解析、あるいは癌化を誘導するマイクロ RNAの同定などを試みている。 

さらに、細胞外に存在する分泌型マイクロ RNAに注目し、術前に採取した膵液あるいは十二指腸液

の分泌型マイクロ RNA の発現を解析することにより、IPMN の術前悪性度診断に応用することを目的

とした研究を計画中である。 

 

＜アピールポイント＞ 

膵管内乳頭粘液性腫瘍は近年、増加している膵疾患で膵臓癌の前癌病変とも言われている。 

本研究成果は独自性の高いもので、かつ幅広い臨床応用が可能と考えられる。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

膵管内乳頭粘液性腫瘍の症例における悪性化診断、あるいは将来的な悪性へのハイリスク症例の選

別に応用可能と考えられる。 

 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

1. 大平豪，山田靖哉，天野良亮，木村健二郎，村田哲洋，中木健太郎，永原央，野田英児，久保尚

士，田中浩明，六車一哉，高島勉，八代正和，小野田尚佳，前田清，澤田鉄二，仲田文造，大平

雅一，石川哲郎，平川弘聖. 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)の亜型分類と悪性度の検討. 日本外科

学会雑誌 112(臨時増刊号 1・2), 231, 2011-05-25 

 2. 木村健二郎,山田靖哉, 天野良亮,大平豪,村田哲洋,六車一哉,仲田文造,大平雅一,石川哲郎,平

川 弘聖. 分子生物学的因子の発現形式から検討した IPMNの手術適応の考察. 第 67回日本消化

器外科学会総会 2012年 7月 20日 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 なし 

 

 

キーワード 膵管内乳頭粘液性腫瘍、IPMN、膵臓癌、悪性化診断、マイクロ RNA 

 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/surgical-oncology/


 

シーズ名 
ヒト iPS 細胞由来心筋細胞を用いた on-line HDF 療法の優位性の

検討 

氏名・所属・役職 長沼 俊秀・医学研究科 泌尿器病態学・講師 

＜概要＞ 

HDFは HDと比較して循環動態の維持に有利とされているが、昨今の V型ダイアライザーとの比較した

場合の優位性は現状では結論づけられてない。我々は、最近利用可能となった「ヒト iPS 細胞由来心筋

の心筋毒性試験（QT延長試験）」を応用し、透析中の患者血清を用いて HDFの心筋に対する直接作用を

直接 HDと比較することにより、HDFの循環器系に対する影響を直接検証することを試みている。先行研

究では、ヒト iPS細胞由来心筋細胞を用いた心筋毒性試験において、共に V型ダイアライザーを用いた

通常 HDに対し前希釈 on-line HDFではむしろ QTは短縮し、循環器系に対し beneficialな効果がある

可能性が示唆された。 

 

＜アピールポイント＞ 

近年、ヒト iPS細胞由来心筋細胞が使用可能になった。薬剤の毒性試験ではすでにコマーシャルベー

スでの運用が確立されている。これを、さらに、臨床分野へ応用しようという試みである。先行研究で

は今まで、実証されていなかった、前希釈 on-line HDF と V 型ダイアライザーを用いた通常 HD との差

異が確認され、鋭敏な指標になるのではないかと考えられる。 

 

＜利用・用途・応用分野＞ 

on-line HDFや、HDに使用する新型ヘモダイアフィルターやダイアライザー開発の指標として応用が

期待される。 

 

＜関連する知的財産権・引用文献・学会発表など＞ 

 1. 長沼俊秀, 武本佳昭, 清水保臣, 任起弘, 仲谷達也. ヒト iPS 細胞由来心筋細胞を用いた on-line 

HDF療法の優位性の検討. 大阪透析研究会会誌 32(1): 100-100, 2014. 

 2. Takemoto Y, Naganuma T. The economic issue of on-line hemodiafiltration within the Japanese 

medical reimbursement system. Blood Purif. 2013;35 Suppl 1:74-6. 

 

＜関連するＵＲＬ＞ 

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/urology/ 

http://jsur.umin.jp/ 

 

＜他分野に求めるニーズ＞ 

 なし 
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